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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通知サーバが携帯端末に所定情報を通知する情報通知方法であって、
　情報登録者端末から登録情報を識別するためのアクセスコードと通知内容を通知するた
めの通知位置と通知内容と通知内容の有効期間とを受け付け、関連付けて登録情報ＤＢに
登録する手順と、
　携帯端末からアクセスコードと通知内容の通知先とどの程度近づいた場合に通知を行う
かを示す通知接近距離と有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグの指
定とを受け付け、関連付けて利用情報ＤＢに登録する手順と、
　前記携帯端末から前記携帯端末の位置情報を受け取る手順と、
　前記携帯端末から受け取った位置情報と前記登録情報ＤＢに登録した通知位置との距離
を算出し、算出をした距離が前記利用情報ＤＢに登録した通知近接距離の範囲であれば、
前記情報登録者端末から受け付けた登録情報ＤＢの通知内容の有効期間と前記携帯端末か
ら受け付けた利用情報ＤＢの有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグ
とから期限通知の条件を満たしているかを判定し、条件を満たしていると判定すると前記
利用情報ＤＢに登録されたアクセスコードに対応する前記登録情報ＤＢの通知内容を前記
利用情報ＤＢの通知先に通知する手順と、
　を前記情報通知サーバが行なうことを特徴とする情報通知方法。
【請求項２】
　情報通知サーバが携帯端末に所定情報を通知する情報通知プログラムであって、
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　前記情報通知サーバを、
　情報登録者端末から登録情報を識別するためのアクセスコードと通知内容を通知するた
めの通知位置と通知内容と通知内容の有効期間とを受け付け、関連付けて登録情報ＤＢに
登録する手段と、
　携帯端末からアクセスコードと通知内容の通知先とどの程度近づいた場合に通知を行う
かを示す通知接近距離と有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグの指
定とを受け付け、関連付けて利用情報ＤＢに登録する手段と、
　前記携帯端末から前記携帯端末の位置情報を受け取る手段と、
　前記携帯端末から受け取った位置情報と前記登録情報ＤＢに登録した通知位置との距離
を算出し、算出をした距離が前記利用情報ＤＢに登録した通知近接距離の範囲であれば、
前記情報登録者端末から受け付けた登録情報ＤＢの通知内容の有効期間と前記携帯端末か
ら受け付けた利用情報ＤＢの有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグ
とから期限通知の条件を満たしているかを判定し、条件を満たしていると判定すると前記
利用情報ＤＢに登録されたアクセスコードに対応する前記登録情報ＤＢの通知内容を前記
利用情報ＤＢの通知先に通知する手段と、
　して機能させることを特徴とする情報通知プログラム。
【請求項３】
　携帯端末に所定情報を通知する情報通知装置であって、
　登録情報を識別するためのアクセスコードと通知内容を通知するための通知位置と通知
内容と通知内容の有効期間とを関連付けて持つ登録情報ＤＢと、
　アクセスコードと通知内容の通知先とどの程度近づいた場合に通知を行うかを示す通知
接近距離と有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグの指定とを関連付
けて持つ利用情報ＤＢと、
　前記携帯端末から前記携帯端末の位置情報を受け取る手段と、
　前記携帯端末から受け取った位置情報と前記登録情報ＤＢの通知位置との距離を算出し
、算出をした距離が前記利用情報ＤＢの通知近接距離の範囲であれば、前記情報登録者端
末から受け付けた登録情報ＤＢの通知内容の有効期間と前記携帯端末から受け付けた利用
情報ＤＢの有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグとから期限通知の
条件を満たしているかを判定し、条件を満たしていると判定すると前記利用情報ＤＢに登
録されたアクセスコードに対応する前記登録情報ＤＢの通知内容を前記利用情報ＤＢの通
知先に通知する手段と、
　を有することを特徴とする情報通知装置。
【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，情報通知プログラム及び情報通知サーバに係り、特に携帯端
末の現在位置を検出し、現在位置に応じた所定情報を携帯端末に通知する情報通知方法，
情報通知プログラム及び情報通知サーバに関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば新聞，雑誌等で興味をひく店の広告又は記事を見つけた利用者は、その店の広告又
は記事を頼りに店の場所を調べて手帳等にメモしておくか、或いは記憶しておき、都合の
良いときに店に行くことになる。また、金融機関等の所定の場所で済ませるべき用事があ
る利用者は、用事の内容及び用事を済ませる所定の場所を手帳等にメモしておくか、或い
は記憶しておき、都合の良いときに用事を済ませることになる。
【０００３】
従来、利用者は所定の場所で所定の内容を行いたいと考えた場合、手帳等に所定場所及び
所定の内容を手帳等にメモすることで記録しておくか、或いは記憶しておくことにより、
忘却を防いていた。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、所定の場所で所定の内容を行いたいと考えた利用者が手帳等に所定場所及
び所定の内容を手帳等にメモすることで記録しておくか、或いは記憶しておく場合、所定
場所付近に行ったとしても行いたいと考えていた所定の内容を忘れていることがあった。
【０００５】
また、新聞，雑誌等で興味をひく店の広告又は記事を見つけた利用者が、その店の広告又
は記事を頼りに店に行く場合、店の場所付近に着いているのに辿り着くことができないこ
とがあった。
【０００６】
さらに、新聞，雑誌等で興味をひく店の広告又は記事を見つけた利用者が都合の良いとき
にその店に行ってみたいと考えていた場合、その店の場所付近にいるときに店に行ってみ
たいと考えていたことを忘れていることがあった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、情報の忘却を防ぐことができ、現在位置に
応じた所定情報を通知することが可能な情報通知方法，情報通知プログラム及び情報通知
サーバを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　そこで、上記課題を解決するため、本発明は、情報通知サーバが携帯端末に所定情報を
通知する情報通知方法であって、情報登録者端末から登録情報を識別するためのアクセス
コードと通知内容を通知するための通知位置と通知内容と通知内容の有効期間とを受け付
け、関連付けて登録情報ＤＢに登録する手順と、携帯端末からアクセスコードと通知内容
の通知先とどの程度近づいた場合に通知を行うかを示す通知接近距離と有効期限の期間内
で通知する時期を指定する期限通知フラグの指定とを受け付け、関連付けて利用情報ＤＢ
に登録する手順と、前記携帯端末から前記携帯端末の位置情報を受け取る手順と、前記携
帯端末から受け取った位置情報と前記登録情報ＤＢに登録した通知位置との距離を算出し
、算出をした距離が前記利用情報ＤＢに登録した通知近接距離の範囲であれば、前記情報
登録者端末から受け付けた登録情報ＤＢの通知内容の有効期間と前記携帯端末から受け付
けた利用情報ＤＢの有効期限の期間内で通知する時期を指定する期限通知フラグとから期
限通知の条件を満たしているかを判定し、条件を満たしていると判定すると前記利用情報
ＤＢに登録されたアクセスコードに対応する前記登録情報ＤＢの通知内容を前記利用情報
ＤＢの通知先に通知する手順と、を前記情報通知サーバが行なうことを特徴とする。
【０００９】
携帯端末に通知する所定情報と第１の位置情報とを対応付けて登録し、携帯端末の現在位
置を第２の位置情報として検出することにより、第２の位置情報と第１の位置情報との関
係に基づき、予め登録された所定情報を携帯端末に通知することが可能となった。
【００１０】
つまり、第１の位置情報として所定情報に応じた位置を登録しておくことにより、所定情
報に応じた位置と携帯端末の現在位置との関係に基づき、現在位置付近に関係する所定情
報を携帯端末に通知できる。例えば所定情報に応じた位置と携帯端末の現在位置とが所定
距離より近くなったときに、現在位置付近に関係する所定情報を携帯端末に通知すること
が可能である。
【００１１】
したがって、携帯端末を利用する利用者は、忘却を防ぎたい所定情報をその所定情報に応
じた位置と対応付けて登録しておくことにより、情報の忘却を容易に防ぐことが可能とな
る。
【００１２】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。
【００１３】
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図１は、本発明の情報通知サーバを含むシステムの一実施例の構成図を示す。図１のシス
テム１は、利用者用端末１０，携帯端末１１，基地局１２，情報登録者用端末１３，イン
ターネット等のネットワーク１４，情報通知サーバ１５を含むように構成されている。図
１では、説明の便宜上、利用者用端末１０，携帯端末１１，基地局１２及び情報登録者用
端末１３が１つである場合について表しているが、１つ以上であってもよい。
【００１４】
利用者用端末１０，基地局１２，情報登録者用端末１３及び情報通知サーバ１５は、ネッ
トワーク１４を介して接続されている。また、携帯端末１１は無線網により基地局１２と
接続されており、基地局１２を介してネットワーク１４に接続されている。
【００１５】
利用者用端末１０は本発明の情報通知方法を利用する利用者が操作するものであって、情
報通知サーバ１５とネットワーク１４を介して通信する為の機能を有している。携帯端末
１１は利用者が携帯する携帯電話等であって、情報通知サーバ１５とネットワーク１４を
介して通信する為の機能，電子メールを受信する機能を有している。
【００１６】
例えばネットワーク１４がインターネットである場合、利用者用端末１０及び携帯端末１
１はインターネットに接続可能な端末であり、情報通知サーバ１５に格納されているＷｅ
ｂページを閲覧する機能を有する。
【００１７】
情報登録者用端末１３は利用者に情報（例えば、広告など）を提供する情報登録者が操作
するものであって、情報通知サーバ１５とネットワーク１４を介して通信する為の機能を
有している。例えばネットワーク１４がインターネットである場合、情報登録者用端末１
３はインターネットに接続可能な端末であり、情報通知サーバ１５に格納されているＷｅ
ｂページを閲覧する機能を有している。
【００１８】
情報通知サーバ１５は、利用者用端末１０，携帯端末１１及び情報登録者用端末１３から
本発明の情報通知方法を実現する為に必要な各種情報が登録されている。情報通知サーバ
１５に登録されている各種情報としては、携帯端末１１に通知する通知内容，その通知内
容を通知する通知位置及び有効期間等がある。
【００１９】
情報通知サーバ１５は携帯端末１１の現在位置を所定時間（例えば、３０秒）毎に検出し
、現在位置と通知位置との距離に応じて、その通知位置に対応する通知内容を携帯端末１
１に通知する。例えば現在位置と通知位置との距離が所定距離（例えば、５０ｍ）以下と
なった通知位置があれば、その通知位置に対応する通知内容を携帯端末１１に通知する。
【００２０】
その他、情報通知サーバ１５は、利用者用端末１０，携帯端末１１及び情報登録者用端末
１３とネットワーク１４を介して通信する機能，電子メールを送信する機能，課金処理を
行う機能，登録を支援する機能などを有している。例えばネットワーク１４がインターネ
ットである場合、情報通知サーバ１５は利用者用端末１０，携帯端末１１及び情報登録者
用端末１３にＷｅｂページを送信する機能を有する。
【００２１】
情報通知サーバ１５は、Ｗｅｂページを利用することで利用者用端末１０，携帯端末１１
及び情報登録者用端末１３に本発明の情報通知方法を実現する為に必要な各種情報を登録
させることができる。
【００２２】
情報通知サーバ１５は、例えば図２に表すように構成される。図２は、情報通知サーバの
一実施例の構成図を示す。図２の情報通知サーバ１５は、それぞれバスＢで相互に接続さ
れている入力装置２１と，表示装置２２と，ドライブ装置２３と，記録媒体２４と，補助
記憶装置２５と，メモリ装置２６と，演算処理装置２７と，インターフェース装置２８と
，データベース（以下、ＤＢという）２９とを含むように構成される。



(5) JP 4376477 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

【００２３】
入力装置２１は、情報通知サーバ１５の利用者が操作するキーボード及びマウスなどで構
成され、情報通知サーバ１５に各種操作信号を入力するために用いられる。表示装置２２
は、情報通知サーバ１５を操作するのに必要な各種ウインドウやデータ等を表示する。イ
ンターフェース装置２８は、情報通知サーバ１５をネットワーク１４に接続する為のイン
ターフェースであり、例えばモデム（MODEM），ルータ（Router）等で構成される。
【００２４】
ＤＢ２９は、本発明の情報通知方法を実現する為に必要な各種情報，例えば登録情報ＤＢ
，利用情報ＤＢ，課金情報ＤＢ，ＧＰＳ（Global Positioning System）情報ＤＢ，地図
情報ＤＢ等を格納している。なお、登録情報ＤＢ，利用情報ＤＢ，課金情報ＤＢ，ＧＰＳ
情報ＤＢ及び地図情報ＤＢの詳細については、後述する。
【００２５】
情報通知サーバ１５が利用する情報通知プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体２４に
よって提供される。記録媒体２４は、ＣＤ－ＲＯＭの他、フロッピーディスク、光磁気デ
ィスク（ＭＯ）等の様に情報を光学的，電気的或いは磁気的に記録する記録媒体、ＲＯＭ
、フラッシュメモリ等の様に情報を電気的に記録する半導体メモリ等、様々なタイプの記
録媒体を用いることができる。
【００２６】
情報通知プログラムを記録した記録媒体２４は、ドライブ装置２３にセットされ、情報通
知プログラムが記録媒体２４からドライブ装置２３を介して補助記憶装置２５にインスト
ールされる。
【００２７】
補助記憶装置２５は、インストールされた情報通知プログラムを格納すると共に、必要な
ファイル，データ等を格納する。メモリ装置２６は、情報通知サーバ１５の起動時に補助
記憶装置２５から情報通知プログラムを読み出し、読み出した情報通知プログラムを格納
する。演算処理装置２７は、メモリ装置２６に読み出され格納された情報通知プログラム
に従って情報通知サーバ１５に係る処理を実行する。
【００２８】
以下、本発明の情報通知方法を実現するシステム１の処理について説明していく。図３は
、本発明の情報通知方法の一実施例のフローチャートを示す。
【００２９】
例えば所定の場所で所定の内容を携帯端末１１に通知して欲しい場合、携帯端末１１を利
用する利用者は、携帯端末１１又は利用者用端末１０を操作することで、通知位置，通知
内容，有効期間等からなる登録情報を情報通知サーバ１５に送信する。なお、図３は携帯
端末１１から情報通知サーバ１５に登録情報を送信する例を表している。
【００３０】
一方、携帯端末１１を利用する利用者に情報（例えば、広告など）を提供する情報登録者
は、情報登録者用端末１３を操作することで、情報を識別するアクセスコード，店名，通
知位置，通知内容，有効期間等からなる登録情報を情報通知サーバ１５に送信する。
【００３１】
利用者用端末１０，携帯端末１１及び情報登録者用端末１３から登録情報を受信すると、
情報通知サーバ１５はステップＳ１の登録情報受付ステップに進み、受信した登録情報を
図４のような登録情報ＤＢ３１に登録する。なお、図３は情報登録者用端末１３から受信
した登録情報を登録情報ＤＢ３１に登録する例を表しているが、ファクシミリ等で情報通
知サーバ１５の利用者に送信し、情報通知サーバ１５の利用者が登録情報ＤＢ３１に登録
してもよい。
【００３２】
図４は、登録情報ＤＢの一例の構成図を示す。図４の登録情報ＤＢ３１は、アクセスコー
ド，店名，通知位置，通知内容，有効期間などの項目を含む。アクセスコードは登録情報
を識別する為のものである。なお、アクセスコードは情報登録者用端末１３を操作する店
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員が決定してもよいし、情報通知サーバ１５が決定してもよい。
【００３３】
通知位置は登録された通知内容の所在位置を表すものであり、例えば緯度，経度，高度な
どで構成される。通知内容は、携帯端末１１に通知する内容を表すものであり、例えば「
冬物最終処分」等のテキストで構成されている。通知内容はテキストに限ることなく例え
ば画像であってもよい。
【００３４】
なお、図４の登録情報ＤＢ３１は一例であって、全ての項目が必ずしも必要ということで
はない。例えば携帯端末１１の利用者が所定の場所で行う用事を有効期間を設けず登録情
報として登録する場合、登録情報ＤＢ３１は通知位置及び通知内容で構成される。
【００３５】
ステップＳ２の利用情報登録ステップでは、携帯端末１１を利用する利用者が利用者用端
末１０又は携帯端末１１を操作して、登録情報ＤＢ３１から所望の登録情報を選択する。
なお、図３は携帯端末１１を操作して、登録情報ＤＢ３１から所望の登録情報を選択する
例を表している。
【００３６】
携帯端末１１の利用者は、例えば以下のようにアクセスコードを利用することで容易に登
録情報ＤＢ３１から所望の登録情報を選択できる。携帯端末１１を利用する利用者に広告
等の情報を提供する情報登録者は、新聞，雑誌等にアクセスコードを含む広告を掲載する
。
【００３７】
携帯端末１１の利用者が新聞，雑誌等で興味をひく店の広告を見つけ、その店に行きたい
と考えた場合、携帯端末１１の利用者は利用者用端末１０又は携帯端末１１を操作するこ
とで、その広告に含まれるアクセスコードを情報通知サーバ１５に送信する。なお、携帯
端末１１へのアクセスコードの入力はバーコードを利用する等、様々な手段を用いること
ができる。また、デジタルＴＶ等の画面にアクセスコードを表示して携帯端末１１でスキ
ャンすることでアクセスコードを入力することも考えられる。
【００３８】
情報通知サーバ１５は利用者用端末１０又は携帯端末１１からアクセスコードを受信する
と、受信したアクセスコードをキー情報として登録情報ＤＢ３１から所望の登録情報を選
択することができる。そして、情報通知サーバ１５は選択した登録情報から利用情報を生
成し、生成した利用情報を図５のような利用情報ＤＢ３２に登録する。
【００３９】
図５は、利用情報ＤＢの一例の構成図を示す。図５の利用情報ＤＢ３２は、アクセスコー
ド，通知先，通知接近距離，期限通知フラグ等の項目を含む。通知先は例えば携帯端末１
１の電子メールアドレス等で構成されている。通知接近距離は後述するステップＳ４の通
知判定ステップで利用するものである。
【００４０】
例えばアクセスコード「００１０２３４」の利用情報は通知接近距離が「１００（ｍ）」
に設定されている為、登録情報ＤＢ３１の通知位置と携帯端末１１の現在位置とが１００
（ｍ）以下に接近すると情報通知サーバ１５が連絡先「ｕｓｅｒ０１＠ｆｈｓ．ｃｏｍ」
に通知内容を通知する。
【００４１】
したがって、通知接近距離を短い距離に設定することにより、通知位置をある程度予測す
ることができる。例えば初めて行く店であっても、その店の場所をある程度予測すること
ができる。つまり、通知接近距離を適当に調整することにより、ナビゲーション装置とし
て利用することも可能である。
【００４２】
期限通知フラグは期限通知に関する情報を利用情報毎に表すものである。ここで、期限通
知とは、有効期間の開始時或いは終了間近に携帯端末１１の利用者へ通知内容を通知する
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ものである。
【００４３】
図５の利用情報ＤＢ３２では、期限通知フラグ「０」が期限通知を選択していないことを
表し，期限通知フラグ「１」が有効期間の開始時に期限通知を選択していることを表し、
期限通知フラグ「２」が有効期間の終了間近（例えば、３日前）に期限通知を選択してい
ることを表している。
【００４４】
ステップＳ３の利用者位置検出ステップでは、例えば携帯端末１１のＧＰＳ機能を利用す
ることで、携帯端末１１の現在位置としての利用者位置情報を情報通知サーバ１５に通知
する。また、携帯端末１１が属する無線システムから携帯端末１１の現在位置としての利
用者位置情報を通知してもよい。なお、携帯端末１１の現在位置は、例えば特開平５－３
３６５６５号公報，特開平１０－１９１４３６号公報，特開２０００－１５６８８２号公
報などに記載されている周知の技術を利用することで取得することもできる。
【００４５】
ステップＳ４の通知判定ステップでは、携帯端末１１の現在位置と登録情報ＤＢ３１の通
知位置との距離を算出し、算出した距離が通知接近距離より近くなるとステップＳ５の通
知ステップに進む。なお、算出した距離が通知接近距離より遠ければ、ステップＳ５の通
知ステップに進まない。
【００４６】
ステップＳ５の通知ステップでは、情報通知サーバ１５が登録情報ＤＢ３１の通知内容及
び利用情報ＤＢ３２の通知先を読み出し、読み出した通知先に通知内容を通知する。例え
ばアクセスコード「００１０２４４」の通知内容「手帳最終処分」は連絡先「ｕｓｅｒ０
２＠ｆｈｓ．ｃｏｍ」に電子メールを利用して通知される。
【００４７】
つまり、携帯端末１１を利用する利用者は、現在位置と通知位置との距離が通知接近距離
より近くなったときに、携帯端末１１の画面で図６のような通知内容を確認することがで
きる。図６は、携帯端末の画面に表示された通知内容の一例のイメージ図を示す。図６で
は、テキスト及び画像で構成された通知内容を携帯端末１１の画面に表示する例を示して
いるが、テキスト及び画像の何れか一方であってもよい。
【００４８】
したがって、携帯端末１１を利用する利用者は、忘却を防ぎたい情報（通知内容）と、そ
の情報に応じた位置（通知位置）とを対応付けて情報通知サーバ１５に登録しておくこと
により、通知位置付近で通知内容を確認することができるので、情報の忘却を容易に防ぐ
ことが可能となる。
【００４９】
次に、ステップＳ１の登録情報受付ステップ及びステップＳ２の利用情報登録ステップの
詳細について図７のフローチャートを参照しつつ説明する。図７は登録情報受付ステップ
及び利用情報登録ステップの一実施例のフローチャートを示す。
【００５０】
ステップＳ１１の登録情報受付ステップでは、情報通知サーバ１５が携帯端末１１，利用
者用端末１０又は情報登録者用端末１３から登録情報を受信する。ステップＳ１２の通知
位置決定ステップでは、情報通知サーバ１５が受信した登録情報に基づき通知位置を決定
する。
【００５１】
なお、通知位置は、例えば特開平５－１９６８４号公報，特公平７－６０４７９号公報な
どに記載されている周知の技術を利用して取得することもできる。特開平５－１９６８４
号公報，特公平７－６０４７９号公報は、電話番号を入力することで位置座標を取得する
方法について記載されている。
【００５２】
情報通知サーバ１５は携帯端末１１，利用者用端末１０又は情報登録者用端末１３から通
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知位置を受信する代わりに電話番号を受信すると、図８のようなＧＰＳ情報ＤＢ３３を利
用して電話番号から位置座標を取得する。図８は、ＧＰＳ情報ＤＢの一例の構成図を示す
。
【００５３】
図８のＧＰＳ情報ＤＢ３３は、電話番号，位置座標などの項目を含む。ＧＰＳ情報ＤＢ３
３は電話番号に対応させて位置座標が登録されているので、電話番号から位置座標を取得
することができる。なお、ＧＰＳ情報ＤＢ３３から取得した位置座標は通知位置に相当す
る。そして、情報通知サーバ１５は通知位置の決定後、通知位置を含む登録情報を登録情
報ＤＢ３１に登録する。
【００５４】
ステップＳ１３の課金登録ステップでは、情報通知サーバ１５が図９のような課金情報Ｄ
Ｂ３４に課金情報を登録する。図９は、課金情報ＤＢの一例の構成図を示す。図９の課金
情報ＤＢは、アクセスコード，登録件数，通知件数などの項目を含む。登録件数は利用情
報ＤＢ３２に登録された件数をアクセスコード毎に計数するものである。また、通知件数
は携帯端末１１に通知された通知内容の件数をアクセスコード毎に計数するものである。
つまり、課金情報ＤＢ３４は、アクセスコードに対応させて登録件数及び通知件数が登録
されているので、アクセスコード毎に課金処理に必要な情報を管理することができる。
【００５５】
ステップＳ１４の利用情報登録ステップでは、情報通知サーバ１５が携帯端末１１，利用
者用端末１０又は情報登録者用端末１３からの指示により登録情報ＤＢ３１から登録情報
を選択する。なお、登録情報の選択は、前述したようなアクセスコードを利用することが
できる。情報通知サーバ１５は選択された登録情報から利用情報を生成し、生成した利用
情報を利用情報ＤＢ３２に登録する。
【００５６】
ステップＳ１５の課金加算ステップでは、ステップＳ１４で利用情報ＤＢ３２に登録した
利用情報のアクセスコードを特定し、特定したアクセスコードに対応する登録件数に１を
加算する。したがって、課金情報ＤＢ３４の登録件数は、携帯端末１１の利用者がステッ
プＳ１４で登録情報を選択する度に、１件ずつ増加していくことになる。
【００５７】
次に、ステップＳ３の利用者位置検出ステップ，ステップＳ４の通知判定ステップ及びス
テップＳ５の通知ステップの詳細について図１０のフローチャートを参照しつつ説明する
。図１０は、利用者位置検出ステップ，通知判定ステップ及び通知ステップの一実施例の
フローチャートを示す。
【００５８】
ステップＳ２１の利用者位置検出ステップでは、携帯端末１１から情報通知サーバ１５に
、携帯端末１１の現在位置が利用者位置情報として通知される。情報通知サーバ１５は、
登録情報ＤＢ３１から通知位置を読み出すと共に、利用情報ＤＢ３２から通知接近距離を
読み出す。
【００５９】
ステップＳ２１に続いてステップＳ２２に進み、情報通知サーバ１５は携帯端末１１の現
在位置と登録情報ＤＢ３１から読み出した通知位置との距離を算出する。そして、情報通
知サーバ１５は、算出した距離が利用情報ＤＢ３２から読み出した通知接近距離より近い
か否かを判定する。
【００６０】
算出した距離が利用情報ＤＢ３２から読み出した通知接近距離より近いと判定すると（Ｓ
２２においてＹＥＳ）、情報通知サーバ１５は、ステップＳ２３に進む。一方、算出した
距離が利用情報ＤＢ３２から読み出した通知接近距離より遠いと判定すると（Ｓ２２にお
いてＮＯ）、情報通知サーバ１５は、処理を終了する。
【００６１】
ステップＳ２３では、情報通知サーバ１５は登録情報ＤＢ３１から有効期間を読み出し、
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有効期間か否かを判定する。有効期間であると判定すると（Ｓ２３においてＹＥＳ）、情
報通知サーバ１５はステップＳ２４に進む。一方、有効期間でないと判定すると（Ｓ２３
においてＮＯ）、情報通知サーバ１５は処理を終了する。つまり、算出した距離が利用情
報ＤＢ３２から読み出した通知接近距離より近い場合であっても、有効期間でなければ通
知内容を通知しない。
【００６２】
ステップＳ２４の利用者通知ステップでは、情報通知サーバ１５が登録情報ＤＢ３１の通
知内容及び利用情報ＤＢ３２の通知先を読み出し、読み出した通知先に通知内容を通知す
る。なお、情報通知サーバ１５は地図情報ＤＢ３５を利用することにより、通知内容に図
６のような地図情報を含ませることができる。地図情報ＤＢ３５は、例えばカーナビゲー
ションシステム等で用いられる地図データを利用する。
【００６３】
ステップＳ２５の課金加算ステップでは、ステップＳ２４で携帯端末１１に通知した通知
内容のアクセスコードを特定し、特定したアクセスコードに対応する通知件数に１を加算
する。したがって、課金情報ＤＢ３４の通知件数は、携帯端末１１に通知内容が通知され
る度に、１件ずつ増加していくことになる。
【００６４】
つまり、課金情報ＤＢ３４は、携帯端末１１の利用者が登録情報を選択するか、又は携帯
端末１１に通知内容が通知されることで登録件数及び通知件数が加算されるので、利用実
績に見合った課金を行うことができる。
【００６５】
なお、情報通知サーバ１５は、有効期間の開始時或いは終了間近に携帯端末１１の利用者
へ通知内容を通知する期限通知を行うこともできる。図１１は、期限通知ステップ及び通
知ステップの一実施例のフローチャートを示す。図１１のフローチャートは、例えば所定
期間（例えば、１時間）毎に行われる。
【００６６】
ステップＳ３１の期限通知フラグ取得ステップでは、情報収集サーバ１５が利用情報ＤＢ
３２から期限通知フラグを取得する。そして、ステップＳ３１に続いてステップＳ３２に
進み、情報収集サーバ１５は取得した期限通知フラグに応じて期限通知を選択しているか
否かを判定する。
【００６７】
例えば図５の期限通知フラグの場合、期限通知フラグ「０」以外が期限通知を選択してい
ると判定される。期間通知を選択していると判定すると（Ｓ３２においてＹＥＳ）、情報
通知サーバ１５はステップＳ３３に進む。一方、期間通知を選択していると判定すると（
Ｓ３２においてＮＯ）、情報通知サーバ１５は処理を終了する。
【００６８】
ステップＳ３３では、情報通知サーバ１５が登録情報ＤＢ３１から有効期間を取得し、期
限通知の条件を満たしているか否かを判定する。例えば期限通知フラグ「１」の登録情報
である場合、情報通知サーバ１５は登録情報ＤＢ３１の有効期間に応じて有効期間が開始
したか否かを判定する。また、期限通知フラグ「２」の登録情報である場合、情報通知サ
ーバ１５は登録情報ＤＢ３１の有効期間に応じて有効期間の終了間近であるか否かを判定
する。
【００６９】
期限通知の条件を満たしていると判定すると（Ｓ３３においてＹＥＳ）、情報通知サーバ
１５は、ステップＳ３４に進む。一方、期限通知の条件を満たしていないと判定すると（
Ｓ３３においてＮＯ）、情報通知サーバ１５は、処理を終了する。なお、ステップＳ３４
の利用者通知ステップは図１０のステップＳ２４の利用者通知ステップと同様であり、ス
テップＳ３５の課金加算ステップは図１０のステップＳ２５の課金加算ステップと同様で
あるので説明を省略する。
【００７０】
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また、情報通知サーバ１５は、検索条件に応じた登録情報を登録情報ＤＢ３１から選択で
きる。図１２は、検索条件受付ステップ及び利用情報登録ステップの一実施例のフローチ
ャートを示す。
【００７１】
ステップＳ４１の検索条件受付ステップでは、情報通知サーバ１５が携帯端末１１又は利
用者用端末１０から検索条件を受信する。検索条件は、携帯端末１１を利用する利用者が
興味のあるキーワード情報（例えば、映画，音楽）である。ステップＳ４２の検索ステッ
プでは、情報通知サーバ１５が検索条件に応じた登録情報を登録情報ＤＢ３１から検索す
る。
【００７２】
ステップＳ４３の検索結果通知ステップでは、情報通知サーバ１５が検索結果を携帯端末
１１又は利用者用端末１０に通知する。そして、ステップＳ４４の検索結果選択ステップ
では、携帯端末１１を利用する利用者が携帯端末１１又は利用者用端末１０を操作して、
検索結果から所望の登録情報を選択する。携帯端末１１の利用者が選択した選択結果は、
携帯端末１１又は利用者用端末１０から情報通知サーバ１５に送信される。
【００７３】
ステップＳ４５の利用情報登録ステップでは、情報通知サーバ１５が携帯端末１１，利用
者用端末１０又は情報登録者用端末１３から受信した選択結果に基づいて登録情報ＤＢ３
１から登録情報を選択する。そして、情報通知サーバ１５は選択された登録情報から利用
情報を生成し、生成した利用情報を利用情報ＤＢ３２に登録する。なお、ステップＳ４６
の課金加算ステップは図７のステップＳ１５の課金加算ステップと同様であるので説明を
省略する。
【００７４】
前述の実施例では、利用情報ＤＢ３２を情報通知サーバ１５が保持する例について説明し
たが、携帯端末１１が保持してもよい。以下、利用情報ＤＢ３２を情報通知サーバ１５が
保持する例について説明する。
【００７５】
図１３は、利用情報登録ステップの他の実施例のフローチャートを示す。ステップＳ５１
のアクセスコード受付ステップでは、情報通知サーバ１５が携帯端末１１又は利用者用端
末１０からアクセスコードを受信する。ステップＳ５２のアクセスコード検索ステップで
は、受信したアクセスコードに基づき登録情報ＤＢ３１から登録情報を検索する。
【００７６】
ステップＳ５３の利用情報通知ステップでは、情報通知サーバ１５が検索した登録情報か
ら利用情報を生成し、生成した利用情報を携帯端末１１に送信する。ステップＳ５４の利
用情報登録ステップでは、情報通知サーバ１５から受信した利用情報を、携帯端末１１が
図１４のような利用情報ＤＢ３６に登録する。
【００７７】
図１４は、利用情報ＤＢの他の一例の構成図を示す。図１４の利用情報ＤＢ３６は、アク
セスコード，通知接近距離，通知位置，有効期間等の項目を含む。利用情報ＤＢ３６が通
知接近距離及び通知位置を有している為、携帯端末１１は現在位置と通知位置とが通知接
近距離より近いか否かを独自に判定できる。
【００７８】
なお、情報通知サーバ１５では、ステップＳ５３の通知ステップの後、ステップＳ５５の
課金加算ステップが行われる。ステップＳ５５の課金加算ステップはステップＳ１５の課
金加算ステップと同様であるので説明を省略する。
【００７９】
図１５は、利用者位置検出ステップ，通知判定ステップ及び通知ステップの他の実施例の
フローチャートを示す。ステップＳ６１の利用者位置検出ステップでは、携帯端末１１が
利用者位置情報として現在位置を検出する。また、携帯端末１１は、利用情報ＤＢ３６か
ら通知位置及び通知接近距離を読み出す。
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【００８０】
ステップＳ６１に続いてステップＳ６２に進み、携帯端末１１は現在位置と通知位置との
距離を算出する。そして、携帯端末１１は、算出した距離が通知接近距離より近いか否か
を判定する。算出した距離が通知接近距離より近いと判定すると（Ｓ６２においてＹＥＳ
）、携帯端末１１はステップＳ６３に進む。一方、算出した距離が通知接近距離より遠い
と判定すると（Ｓ６２においてＮＯ）、携帯端末１１は、処理を終了する。
【００８１】
ステップＳ６３では、携帯端末１１は利用情報ＤＢ３６から有効期間を読み出し、有効期
間か否かを判定する。有効期間であると判定すると（Ｓ６３においてＹＥＳ）、携帯端末
１１はステップＳ６４に進む。一方、有効期間でないと判定すると（Ｓ６３においてＮＯ
）、携帯端末１１は処理を終了する。
【００８２】
ステップＳ６４のアクセスコード通知ステップでは、携帯端末１１が、ステップＳ６２で
通知接近距離より近く、且つ有効期間であると判定した利用情報のアクセスコードを情報
通知サーバ１５に送信する。ステップＳ６５のアクセスコード確認ステップでは、情報通
知サーバ１５が受信したアクセスコードに対応する通知内容を登録情報ＤＢ３１から読み
出す。
【００８３】
ステップＳ６６の利用者通知ステップでは、情報通知サーバ１５が受信したアクセスコー
ドに対応する地図情報を必要に応じて地図情報ＤＢ３５から読み出すことができる。情報
通知サーバ１５は、読み出した通知内容及び地図情報を携帯端末１１に通知する。なお、
ステップＳ６７の課金加算ステップはステップＳ２５の課金加算ステップと同様であるの
で説明を省略する。
【００８４】
図１６は、検索条件受付ステップ及び利用情報登録ステップの他の実施例のフローチャー
トを示す。なお、ステップＳ７１の検索条件受付ステップがステップＳ４１の検索条件受
付ステップと同様であり、ステップＳ７２の検索ステップ検索ステップがステップＳ４１
の検索ステップと同様であり、ステップＳ７３の検索結果通知ステップがステップＳ４３
の検索結果通知ステップと同様であるので説明を省略する。
【００８５】
ステップＳ７４の検索結果選択ステップでは、携帯端末１１を利用する利用者が携帯端末
１１又は利用者用端末１０を操作して、検索結果から所望の登録情報を選択する。ステッ
プＳ７５の利用情報登録ステップでは、携帯端末１１が選択結果に基づいて利用情報を利
用情報ＤＢ３６に登録する。なお、ステップＳ７６の課金加算ステップはステップＳ４６
の課金加算ステップと同様であるので説明を省略する。
【００８６】
図１７は、請求通知ステップの一実施例のフローチャートを示す。請求通知ステップは、
課金情報ＤＢ３４に格納された課金情報に基づき、携帯端末１１の利用者又は情報登録者
用端末１３を利用する情報登録者に課金の請求を行うものである。
【００８７】
ステップＳ８１の請求額算定ステップでは、情報通知サーバ１５が課金情報ＤＢ３４から
登録件数及び通知件数を所定期間（例えば、１ヶ月）毎に読み出し、読み出した登録件数
及び通知件数から請求額を算定する。ステップＳ８２の請求通知ステップでは、算定した
請求額に基づき、携帯端末１１の利用者又は情報登録者用端末１３を利用する情報登録者
に課金の請求を行う。したがって、本発明の情報通知サーバでは、利用実績に見合った課
金の請求を自動的に行うことが可能である。
【００８８】
なお、前述した実施例では算出した距離が利用情報ＤＢ３２から読み出した通知接近距離
より遠いと判定すると処理を終了していたが、算出した距離が利用情報ＤＢ３２から読み
出した通知接近距離より近い状態から遠い状態に遷移した場合に警報がなるようにしても
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よい。
【００８９】
本発明は、以下に記載する付記のような構成が考えられる。
（付記１）　利用者が利用する携帯端末に所定情報を通知する情報通知方法であって、
前記携帯端末に通知する所定情報を第１の位置情報に対応付けて登録する登録段階と、
前記携帯端末の現在位置を第２の位置情報として検出する検出段階と、
検出された第２の位置情報と前記所定情報に対応付けて登録された第１の位置情報とを比
較し、比較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定する判定段階と、
判定の結果に応じて、前記第１の位置情報に対応付けて登録された所定情報を読み出し、
読み出した所定情報を前記携帯端末に通知する通知段階と
を有することを特徴とする情報通知方法。
（付記２）　前記登録段階は、前記利用者が入力した情報番号が供給される情報番号供給
段階と、
少なくとも所定情報及び第１の位置情報が情報番号に対応付けられて格納されている情報
格納手段から前記利用者が入力した情報番号に対応する所定情報及び第１の位置情報を読
み出す情報読出し段階と、
前記情報格納手段から読み出した前記所定情報及び第１の位置情報を前記利用者が利用す
る携帯端末毎に登録する情報登録段階と
を有することを特徴とする付記１記載の情報通知方法。
（付記３）　前記登録段階は、前記利用者が入力した検索条件情報が供給される検索条件
情報供給段階と、
少なくとも所定情報及び第１の位置情報が対応付けられて格納されている情報格納手段か
ら前記利用者が入力した検索条件情報に対応する所定情報を検索し、検索した所定情報及
びその所定情報に対応付けられて格納されている第１の位置情報を読み出す情報読出し段
階と、
前記情報格納手段から読み出した前記所定情報及び第１の位置情報を前記利用者が利用す
る携帯端末毎に登録する情報登録段階と
を有することを特徴とする付記１記載の情報通知方法。
（付記４）　前記判定段階は、前記検出された第２の位置情報と前記所定情報に対応付け
て登録された第１の位置情報とを比較し、前記携帯端末の現在位置と前記第１の位置情報
が示す位置とが所定距離より近いときに前記所定情報の通知有りと判定することを特徴と
する付記１記載の情報通知方法。
（付記５）　前記判定段階は、検出された第２の位置情報と前記所定情報に対応付けて登
録された第１の位置情報とを比較し、比較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定
する一方、
前記所定情報に対応付けて登録されている有効期限情報と現在の日付情報とを比較し、比
較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定することを特徴とする付記１記載の情報
通知方法。
（付記６）　読み出した所定情報を前記携帯端末に通知した後、前記所定情報を提供した
情報提供者に課金することを特徴とする付記１記載の情報通知方法。
（付記７）　所定情報が情報通知サーバから通知される情報通知方法であって、前記所定
情報に対応付けて登録されている第１の位置情報を前記情報通知サーバから受信する受信
段階と、
現在位置を第２の位置情報として検出する検出段階と、
前記第２の位置情報と前記第１の位置情報とを比較し、比較の結果に応じて前記所定情報
の通知有無を判定する判定段階と、
判定の結果を前記情報通知サーバに送信し、前記第１の位置情報に対応付けて登録されて
いる所定情報が前記情報通知サーバから通知される通知段階と
を有することを特徴とする情報通知方法。
（付記８）　コンピュータに、



(13) JP 4376477 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

携帯端末に通知する所定情報を第１の位置情報に対応付けて登録する登録手順と、
前記携帯端末の現在位置を第２の位置情報として検出する検出手順と、
検出された第２の位置情報と前記所定情報に対応付けて登録された第１の位置情報とを比
較し、比較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定する判定手順と、
判定の結果に応じて、前記第１の位置情報に対応付けて登録された所定情報を読み出し、
読み出した所定情報を前記携帯端末に通知する通知手順と
を実行させるための情報通知プログラム。
（付記９）　コンピュータに、
携帯端末に通知する所定情報を第１の位置情報に対応付けて登録する登録手順と、
前記携帯端末の現在位置を第２の位置情報として検出する検出手順と、
検出された第２の位置情報と前記所定情報に対応付けて登録された第１の位置情報とを比
較し、比較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定する判定手順と、
判定の結果に応じて、前記第１の位置情報に対応付けて登録された所定情報を読み出し、
読み出した所定情報を前記携帯端末に通知する通知手順と
を実行させるための情報通知プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
（付記１０）　利用者が利用する携帯端末に所定情報を通知する情報通知サーバであって
、
前記携帯端末に通知する所定情報及びその所定情報に応じた第１の位置情報を対応付けて
格納する格納手段と、
前記携帯端末の現在位置を第２の位置情報として検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された第２の位置情報と前記格納手段に格納された第１の位置情
報とを比較し、比較の結果に応じて前記所定情報の通知有無を判定する判定手段と、
判定の結果に応じて、前記格納手段から前記第１の位置情報に対応付けて格納された所定
情報を読み出し、読み出した所定情報を前記携帯端末に通知する通知手段と
を有することを特徴とする情報通知サーバ。
【００９０】
【発明の効果】
上述の如く、本発明によれば、第１の位置情報として所定情報に応じた位置を登録してお
くことにより、所定情報に応じた位置と携帯端末の現在位置との関係に基づき、現在位置
付近に関係する所定情報を携帯端末に通知できる。例えば所定情報に応じた位置と携帯端
末の現在位置とが所定距離より近くなったときに、現在位置付近に関係する所定情報を携
帯端末に通知することが可能である。
【００９１】
したがって、携帯端末を利用する利用者は、忘却を防ぎたい所定情報をその所定情報に応
じた位置と対応付けて登録しておくことにより、情報の忘却を容易に防ぐことが可能とな
る。
【００９２】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報通知サーバを含むシステムの一実施例の構成図である。
【図２】本発明の情報通知サーバの一実施例の構成図である。
【図３】本発明の情報通知方法の一実施例のフローチャートである。
【図４】登録情報ＤＢの一例の構成図である。
【図５】利用情報ＤＢの一例の構成図である。
【図６】携帯端末の画面に表示された通知内容の一例のイメージ図である。
【図７】登録情報受付ステップ及び利用情報登録ステップの一実施例のフローチャートで
ある。
【図８】ＧＰＳ情報ＤＢの一例の構成図である。
【図９】課金情報ＤＢの一例の構成図である。
【図１０】利用者位置検出ステップ，通知判定ステップ及び通知ステップの一実施例のフ
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【図１１】期限通知ステップ及び通知ステップの一実施例のフローチャートである。
【図１２】検索条件受付ステップ及び利用情報登録ステップの一実施例のフローチャート
である。
【図１３】利用情報登録ステップの一実施例のフローチャートである。
【図１４】利用情報ＤＢの他の一例の構成図である。
【図１５】利用者位置検出ステップ，通知判定ステップ及び通知ステップの他の実施例の
フローチャートである。
【図１６】検索条件受付ステップ及び利用情報登録ステップの他の実施例のフローチャー
トである。
【図１７】請求通知ステップの一実施例のフローチャートである。
【符号の説明】
１　　システム
１０　　利用者用端末
１１　　携帯端末
１２　　基地局
１３　　情報登録者用端末
１４　　ネットワーク
１５　　情報通知サーバ
２１　　入力装置
２２　　表示装置
２３　　ドライブ装置
２４　　記録媒体
２５　　補助記憶装置
２６　　メモリ装置
２７　　演算処理装置
２８　　インターフェース装置
２９　　データベース（ＤＢ）
３１　　登録情報ＤＢ
３２，３６　　利用情報ＤＢ
３３　　ＧＰＳ情報ＤＢ
３４　　課金情報ＤＢ
３５　　地図情報ＤＢ
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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