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(57)【要約】
【課題】ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、
位置情報取得要求を受けたときに、ローミングインユー
ザの位置情報を通知することを可能とする。
【解決手段】ＭＳＣ６とＧＭＬＣ７とを備えるローミン
グ網４において、ＭＳＣ６は、移動通信端末２が発信要
求する際に、移動通信端末２を測位して位置情報を取得
する測位処理部６３を備え、ＧＭＬＣ７は、ＭＳＣ６の
測位処理部で取得した位置情報を取得する信号受信解析
部７１と、取得した位置情報を記憶する記憶部７２と、
ＬＣＳクライアント５から移動通信端末２の位置情報取
得要求を受けた場合、記憶部７２で記憶した位置情報を
読み出してＬＣＳクライアント５に通知する位置情報通
知部７８とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローミングインユーザが在圏するローミング網において前記ローミングインユーザの位
置情報を取得する位置情報取得装置であって、
　前記ローミングインユーザが通話する際に、前記ローミングインユーザの位置情報を取
得する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段で取得した前記位置情報を記憶する記憶手段と、
　ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントから前記ローミングインユーザの位置情報取得
要求を受けた場合、前記記憶手段で記憶した前記ローミングインユーザの前記位置情報を
読み出し、当該位置情報を前記ＬＣＳクライアントに通知する位置情報通知手段と、
　を備えることを特徴とする位置情報取得装置。
【請求項２】
　ローミングインユーザが在圏するローミング網において前記ローミングインユーザの位
置情報を取得する位置情報取得装置であって、
　前記ローミングインユーザが通話する際に、前記ローミングインユーザの上位に位置し
て呼処理を行う装置を示す識別情報を取得する第１の位置情報取得手段と、
　前記第１の位置情報取得手段で取得した前記識別情報を記憶する記憶手段と、
　ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントから前記ローミングインユーザの位置情報取得
要求を受けた場合、前記記憶手段で記憶した前記識別情報を読み出し、当該識別情報が示
す装置から前記ローミングインユーザの位置情報を取得する第２の位置情報取得手段と、
　前記第２の位置情報取得手段で取得した前記位置情報を前記ＬＣＳクライアントに通知
する位置情報通知手段と、
　を備えることを特徴とする位置情報取得装置。
【請求項３】
　前記位置情報取得手段は、前記ローミングインユーザの位置情報を取得できなかった場
合は、ダミー情報を位置情報として設定し、
　前記位置情報通知手段は、前記ＬＣＳクライアントからの位置情報取得要求が、前記ロ
ーミングインユーザと前記ＬＣＳクライアントとの通話中又は終話後所定時間内である場
合に限り、前記位置情報を通知することを特徴とする請求項１又は２に記載の位置情報取
得装置。
【請求項４】
　前記位置情報取得手段又は前記第１の位置情報取得手段は、前記ローミングインユーザ
の発信時に、前記位置情報又は識別情報を取得することを特徴とする請求項１～３の何れ
か１項に記載の位置情報取得装置。
【請求項５】
　前記位置情報取得手段又は第１の位置情報取得手段は、前記ローミングインユーザの終
話時に、前記位置情報又は識別情報を取得することを特徴とする請求項１～４の何れか１
項に記載の位置情報取得装置。
【請求項６】
　ローミングインユーザが在圏するローミング網において前記ローミングインユーザの位
置情報を取得する位置情報取得方法であって、
　前記ローミングインユーザが通話する際に、前記ローミングインユーザの位置情報を取
得する位置情報取得ステップと、
　前記位置情報取得ステップで取得した前記位置情報を記憶する記憶ステップと、
　ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントから前記ローミングインユーザの位置情報取得
要求を受けた場合、前記記憶処理ステップで記憶した前記ローミングインユーザの前記位
置情報を読み出し、当該位置情報を前記ＬＣＳクライアントに通知する位置情報通知ステ
ップと、
　を備えることを特徴とする位置情報取得方法。
【請求項７】
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　ローミングインユーザが在圏するローミング網において、前記ローミングインユーザの
呼処理を行うＭＳＣと前記ローミング網外とのインタフェースとなるＧＭＬＣとにより、
前記ローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得システムであって、
　前記ＭＳＣは、前記ローミングインユーザが通話する際に、前記ローミングインユーザ
の位置情報を取得する位置情報取得手段を備え、
　前記ＧＭＬＣは、前記位置情報取得手段で取得した前記位置情報を記憶する記憶手段と
、ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントから前記ローミングインユーザの位置情報取得
要求を受けた場合、前記記憶手段で記憶した前記ローミングインユーザの前記位置情報を
読み出し、当該位置情報を前記ＬＣＳクライアントに通知する位置情報通知手段と、を備
えることを特徴とする位置情報取得システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ローミング網においてローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報
取得装置、位置情報取得方法及び位置情報取得システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の移動機の普及により、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership P
roject）に規定されるＬＣＳ（Location Service）機能に対応した網が構築され始めてき
たため、自網に在圏する移動機ユーザの位置情報をＬＣＳクライアントである緊急機関に
通知できるようになってきた。
【０００３】
　ところで、ユーザの在圏情報はホーム網のＨＬＲ（Home Location Register）が管理し
ているため、緊急機関から自網に在圏するローミングインユーザの位置情報取得要求があ
ると、ローミング網のＧＭＬＣ（Gateway Mobile Location Center）がホーム網のＨＬＲ
に対してユーザの在圏情報を要求し、ユーザが在圏している装置を経由して位置情報を取
得することで、ローミングインユーザの位置情報を緊急機関に通知することが可能となっ
ている（例えば、非特許文献１参照）。
【非特許文献１】3GPP TS 23.271 V5.13.0 (2004-12)、 3rd Generation PartnershipPro
ject; Technical Specification Group Services and System Aspects; Functionalstage
 2 description of Location Services (LCS) (Release 5)、［平成１７年３月２３日検
索］、インターネット<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/2006-12/Rel-5/23_series/23271
-5d0.zip>
【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、ＬＣＳ機能によりローミングインユーザに対する位置情報を取得するた
めには、ローミングインユーザのホーム網もＬＣＳ機能に対応している必要がある。その
ため、ＬＣＳクライアントからＬＣＳ機能に対応していない綱をホーム網とするローミン
グインユーザの位置情報取得要求を受けたとしても、その位置情報を取得することができ
ず、ローミングインユーザの位置情報を緊急機関に通知することができないという問題が
あった。
【０００５】
　そこで、本発明は、ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、ＬＣＳクライアント
から位置情報取得要求を受けたときに、ローミングインユーザの位置情報を通知すること
ができる位置情報取得装置、位置情報取得方法及び位置情報取得システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明に係る位置情報取得装置は、ローミングインユーザが在圏するローミング網にお
いてローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得装置であって、ローミング
インユーザが通話する際に、ローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得手
段と、位置情報取得手段で取得した位置情報を記憶する記憶手段と、ＬＣＳ機能を備える
ＬＣＳクライアントからローミングインユーザの位置情報取得要求を受けた場合、記憶手
段で記憶したローミングインユーザの位置情報を読み出し、この位置情報をＬＣＳクライ
アントに通知する位置情報通知手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る位置情報取得方法は、ローミングインユーザが在圏するローミング
網においてローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得方法であって、ロー
ミングインユーザが通話する際に、ローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報
取得ステップと、位置情報取得ステップで取得した位置情報を記憶する記憶ステップと、
ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントからローミングインユーザの位置情報取得要求を
受けた場合、記憶処理ステップで記憶したローミングインユーザの位置情報を読み出し、
この位置情報をＬＣＳクライアントに通知する位置情報通知ステップと、を備えることを
特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る位置情報取得装置及び位置情報取得方法によれば、ローミング網において
、ローミングインユーザが通話する際に、ローミングインユーザの位置情報を記憶してお
くことで、ＬＣＳクライアントから位置情報取得要求を受けた場合に、ホーム網から位置
情報を取得しなくても、自網の記憶手段からローミングインユーザの位置情報を取得する
ことができる。このため、ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、ＬＣＳクライア
ントから位置情報取得要求を受けたときに、ローミングインユーザの位置情報を通知する
ことが可能となる。
【０００９】
　また、本発明に係る位置情報取得装置は、ローミングインユーザが在圏するローミング
網においてローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得装置であって、ロー
ミングインユーザが通話する際に、ローミングインユーザの上位に位置して呼処理を行う
装置を示す識別情報を取得する第１の位置情報取得手段と、第１の位置情報取得手段で取
得した識別情報を記憶する記憶手段と、ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントからロー
ミングインユーザの位置情報取得要求を受けた場合、記憶手段で記憶した識別情報を読み
出し、当該識別情報が示す装置からローミングインユーザの位置情報を取得する第２の位
置情報取得手段と、第２の位置情報取得手段で取得した位置情報をＬＣＳクライアントに
通知する位置情報通知手段と、を備えることを特徴とする
【００１０】
　本発明に係る位置情報取得装置によれば、ローミング網において、ローミングインユー
ザが通話する際は、ローミングインユーザの上位に位置して呼処理を行う装置単位にロー
ミングインユーザの位置を識別しておき、ＬＣＳクライアントから位置情報取得要求を受
けた場合は、この装置からローミングインユーザの位置情報を取得することができる。こ
のため、ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、ＬＣＳクライアントから位置情報
取得要求を受けたときに、通話時の処理負担を軽減しながら、ローミングインユーザの位
置情報を通知することが可能となる。
【００１１】
　この場合、位置情報取得手段は、ローミングインユーザの位置情報を取得できなかった
場合は、ダミー情報を位置情報として設定し、位置情報通知手段は、ＬＣＳクライアント
からの位置情報取得要求が、ローミングインユーザとＬＣＳクライアントとの通話中又は
終話後所定時間内である場合に限り、位置情報を通知することが好ましい。この位置情報
取得装置によれば、ダミー情報を検出することで、ＬＣＳクライアントは、位置情報取得
装置がローミングインユーザの位置情報を取得できなかったために正確な位置情報が通知
されなかったのか、ローミングインユーザとＬＣＳクライアントとの通話中又は終話後所
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定時間以外に位置情報取得要求をしたために位置情報が通知されないかを容易に判別する
ことが可能となる。
【００１２】
　また、位置情報取得手段又は第１の位置情報取得手段は、ローミングインユーザの発信
時に、位置情報又は識別情報を取得することが好ましい。この位置情報取得装置によれば
、ローミングインユーザによる発信を契機としてローミングインユーザの位置情報又はロ
ーミングインユーザの呼処理を行う装置の識別情報を取得するため、通話したローミング
インユーザの位置情報を確実に取得することができ、その後の位置情報取得要求に対して
、確実に位置情報を通知することが可能となる。
【００１３】
　また、位置情報取得手段又は第１の位置情報取得手段は、ローミングインユーザの終話
時に、位置情報又は識別情報を取得することが好ましい。この位置情報取得装置によれば
、ローミングインユーザの終話を契機としてローミングインユーザの位置情報又はローミ
ングインユーザの呼処理を行う装置の識別情報を取得するため、通話したローミングイン
ユーザの位置情報を確実に測位することができ、その後の位置情報取得要求に対して、確
実に位置情報を通知することが可能となる。更に、この位置情報取得装置によれば、発信
した後にローミングインユーザが移動したとしても、より最新のローミングインユーザの
位置情報又はローミングインユーザの呼処理を行う装置の識別情報を取得することができ
るため、通知する位置情報の信頼性を向上させることが可能となる。
【００１４】
　本発明に係る位置情報取得システムは、ローミングインユーザが在圏するローミング網
において、ローミングインユーザの呼処理を行うＭＳＣとローミング網外とのインタフェ
ースとなるＧＭＬＣとにより、ローミングインユーザの位置情報を取得する位置情報取得
システムであって、ＭＳＣは、ローミングインユーザが通話する際に、ローミングインユ
ーザの位置情報を取得する位置情報取得手段を備え、ＧＭＬＣは、位置情報取得手段で取
得した位置情報を記憶する記憶手段と、ＬＣＳ機能を備えるＬＣＳクライアントからロー
ミングインユーザの位置情報取得要求を受けた場合、記憶手段で記憶したローミングイン
ユーザの位置情報を読み出し、この位置情報をＬＣＳクライアントに通知する位置情報通
知手段と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
　この位置情報取得システムによれば、ローミング網において、ローミングインユーザが
通話する際に、ローミングインユーザの呼処理を行うＭＳＣでローミングインユーザの位
置情報を取得し、網外とのインタフェースになるＧＭＬＣで位置情報を記憶しておくこと
で、ＬＣＳクライアントから位置情報取得要求を受けた場合に、ホーム網から位置情報を
取得しなくても、自網の記憶手段からローミングインユーザの位置情報を取得することが
できる。このため、ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、ＬＣＳクライアント位
置情報取得要求を受けたときに、ローミングインユーザの位置情報を通知することが可能
となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ホーム網がＬＣＳ機能に対応していなくても、ＬＣＳクライアントか
ら位置情報取得要求を受けたときに、ローミングインユーザの位置情報を通知することが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法及び位置情報取得システムの
実施形態を図面に基づき説明する。なお、各図において、同一要素には同一符号を付して
重複する説明を省略する。図１は、第１の実施形態に係る位置情報取得システム１を適用
したネットワーク構成図である。
【００１８】
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　図１に示すように、このネットワークは、移動通信端末２のホーム網３と、移動通信端
末２がローミングインしている網であって位置情報取得システム１が設けられるローミン
グ網４と、ローミング網４に接続されたＬＣＳクライアント５とにより構成されている。
【００１９】
　位置情報取得システム１は、移動通信端末２の呼処理を行うＭＳＣ（Mobile Service s
witching Centre）６と、網外とのインタフェースとなるＧＭＬＣ７とにより構成されて
いる。
【００２０】
　ＬＣＳクライアント５は、ローミング網４からこの位置情報を取得して、各種のサービ
スを提供する企業やＡＳＰ（Application Service Provider）である。本実施形態では、
警察署や消防署などの緊急機関がＬＣＳクライアント５となる。そして、ＬＣＳクライア
ント５は、ＧＭＬＣ７に対して、ＬＣＳ機能に基づき移動通信端末２の位置情報を要求す
る位置情報取得要求を送信する。
【００２１】
　移動通信端末２は、携帯電話機などの端末であって、ホーム網３からローミング網４に
ローミングインしたローミングインユーザである。そして、移動通信端末２は、ＬＣＳク
ライアント５と通話するために、ＭＳＣ６に対して、移動通信端末２の識別番号と、ＬＣ
Ｓクライアント５の電話番号である通知先番号の情報とを含む発信要求を送信する。
【００２２】
　ＭＳＣ６は、移動通信交換機であって、移動通信端末２の呼処理を行う論理ノードであ
る。そして、ＭＳＣ６は、図２に示すように、機能的には、ローミングインユーザ判定部
６１と、位置情報通知判定部６２と、測位処理部（位置情報取得手段）６３と、位置情報
通知要求部６４と、終話検出部６５とを備えている。また、ＭＳＣ６は、図１２に示すよ
うに、物理的には、ＣＰＵ６０１と、ＲＯＭ６０２と、ＲＡＭ６０３と、補助記憶装置６
０４と、通信モジュール６０５とを備えている。図２において説明した各機能は、図１２
に示すＣＰＵ６０１やＲＡＭ６０３上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませる
ことにより、ＣＰＵ６０１の制御のもとで通信モジュール６０５を動作させると共に、Ｒ
ＡＭ６０３や補助記憶装置６０４におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実
現される。
【００２３】
　ローミングインユーザ判定部６１は、ＬＣＳクライアント５への発信要求を行った移動
通信端末２が、他網をホーム網３とするユーザであってローミングして自網であるローミ
ング網４に在圏しているローミングインユーザであるか否かを判定するものである。ロー
ミングインユーザ判定部６１は、移動通信端末２から出力される発信要求を受けて、移動
通信端末２の識別番号をもとに位置登録時に保持している加入者情報を導出する。そして
、ローミングインユーザ判定部６１は、この加入者情報から自網（ローミング網４）をホ
ーム網とする移動通信端末かローミングインユーザかを判定する。
【００２４】
　位置情報通知判定部６２は、移動通信端末２の位置情報等をＬＣＳクライアント５に通
知するか否かを判定するものである。位置情報通知判定部６２は、ローミングインユーザ
判定部６１で検出した通知先番号に非通知番号（１８４）が付されているか否かを判定す
る。位置情報通知判定部６２は、通知先番号に非通知番号が付されていなければ通知と判
定し、測位処理部６３に対して測位処理を行わせる。一方、位置情報通知判定部６２は、
通知先番号に非通知番号が付されていれば非通知と判定し、測位処理部６３に対して概略
測位処理を行わせる。
【００２５】
　測位処理部６３は、移動通信端末２の位置を示す位置情報を取得するものである。測位
処理部６３は、移動通信端末２からの発信要求を受信すると、まず、移動通信端末２の呼
処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号を取得する。そして、測位処理部６３は、位置情
報通知判定部６２において通知と判定した場合、測位処理として、ＲＮＣ（Radio Networ
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k Controller）９に対して移動通信端末２をＧＰＳ等で測位させ、ＲＮＣ９から測位結果
である位置情報を取得する。一方、測位処理部６３は、位置情報通知判定部６２において
非通知と判定した場合、概略測位処理として、ＲＮＣ９に対して移動通信端末２を収容す
る基地局を探索（又は測位）させ、ＲＮＣ９から探索（又は測位）結果の基地局情報（位
置情報）を取得する。なお、測位処理部６３は、測位処理又は概略測位処理が終了する前
に終話等して位置情報又は基地局情報が取得できない場合、ダミー値（例えば“０”）を
位置情報又は基地局情報として取得する。そして、測位処理部６３は、ＭＳＣ６が備える
タイマ機能（不図示）により、位置情報又は基地局情報を取得した時刻を測位時刻として
取得する。
【００２６】
　また、測位処理部６３は、後述するように終話検出部６５において終話を検出した場合
、まず、移動通信端末２の呼処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号を取得する。そして
、測位処理部６３は、概略測位処理として、ＲＮＣ９に対して移動通信端末２を収容する
基地局を探索（又は測位）させ、ＲＮＣ９から探索（又は測位）結果の基地局情報（位置
情報）を取得する。なお、測位処理部６３は、概略測位処理が終了する前に終話等して基
地局情報が取得できない場合、ダミー値（例えば“０”）を基地局情報として取得する。
そして、測位処理部６３は、ＭＳＣ６が備えるタイマ機能（不図示）により、基地局情報
を取得した時刻を測位時刻として取得する。
【００２７】
　位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の位置情報等を一時
記憶することを要求するものである。位置情報通知要求部６４は、位置情報通知判定部６
２において通知と判定した場合、移動通信端末２の位置情報等を一時記憶すると共に位置
情報をＬＣＳクライアント５に通知することを要求する一時記憶指示兼緊急機関通知フラ
グを含む位置情報通知要求を生成する。そして、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７
に対して、移動通信端末２の電話番号、測位処理部６３で取得した移動通信端末２の位置
情報、自ＭＳＣ６のＭＳＣ番号、ＬＣＳクライアント５の通知先番号、測位時刻、及び位
置情報通知要求を送信する。一方、位置情報通知要求部６４は、位置情報通知判定部６２
において非通知と判定した場合、移動通信端末２の位置情報等を一時記憶すると共に位置
情報をＬＣＳクライアント５に通知しないことを要求する一時記憶指示兼緊急機関非通知
フラグを含む位置情報通知要求を生成する。そして、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬ
Ｃ７に対して、移動通信端末２の電話番号、測位処理部６３で取得した移動通信端末２の
基地局情報、自ＭＳＣ６のＭＳＣ番号、ＬＣＳクライアント５の通知先番号、測位時刻、
及び位置情報通知要求を送信する。
【００２８】
　また、位置情報通知要求部６４は、後述するように終話検出部６５において終話を検出
した場合、移動通信端末２の位置情報等を一時記憶すると共に位置情報をＬＣＳクライア
ント５に通知しないことを要求する一時記憶指示兼終話フラグを含む位置情報通知要求を
生成する。そして、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の
電話番号、測位処理部６３で取得した基地局情報、自ＭＳＣ６のＭＳＣ番号、ＬＣＳクラ
イアント５の通知先番号、測位時刻、終話時刻、及び位置情報通知要求を送信する。
【００２９】
　終話検出部６５は、移動通信端末２とＬＣＳクライアント５との終話を検出するもので
ある。終話検出部６５は、移動通信端末２又はＬＣＳクライアント５が呼を切断し、又は
、移動通信端末２が圏外に出るなどして呼が切断されて終話したことを検出する。そして
、終話検出部６５は、この終話を検出すると、終話時刻を取得し、測位処理部６３に対し
て終話の旨及び終話時刻を通知して、移動通信端末２の概略測位処理を行わせる。
【００３０】
　ＧＭＬＣ７は、ＬＣＳクライアント５とのインタフェースとなって、ＬＣＳクライアン
ト５の認証やプライバシー制御等を実施し、ＬＣＳクライアント５からの位置情報取得要
求を受ける論理ノードである。そして、ＧＭＬＣ７は、図３に示すように、機能的には、
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信号受信解析部（位置情報取得手段）７１と、記憶部（記憶手段）７２と、位置情報通知
部７３と、ローミングインユーザ判定部７４と、位置情報有無判定部７５と、位置情報通
知判定部７６と、ダミー値判定部７７と、位置情報通知部（位置情報通知手段）７８とを
備えている。なお、ＧＭＬＣ７は、図１２に示すように、物理的には、ＭＳＣ６と実質的
には同じ構成となる。
【００３１】
　信号受信解析部７１は、ＭＳＣ６から送信される移動通信端末２の位置情報を取得する
ものである。信号受信解析部７１は、ＭＳＣ６から送信された移動通信端末２の位置情報
又は基地局情報、自ＭＳＣ６のＭＳＣ番号、ＬＣＳクライアント５の通知先番号、測位時
刻、及び位置情報通知要求を受信し、移動通信端末２の位置情報又は基地局情報を取得す
る。そして、信号受信解析部７１は、位置情報通知要求が、一時記憶指示兼緊急機関通知
フラグ、一時記憶指示兼緊急機関非通知フラグ、又は一時記憶指示兼終話フラグの何れで
あるかを判断する。
【００３２】
　記憶部７２は、ハードディスク、ＲＡＭ、ＲＯＭなどの記憶媒体により構成されており
、移動通信端末２の位置情報等を記憶するものである。記憶部７２は、電話番号、位置情
報、基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び終話時刻を格納する位置情報
データベースにより構成されている。そして、記憶部７２は、信号受信解析部７１におい
て一時記憶指示兼緊急機関通知フラグ又は一時記憶指示兼緊急機関非通知フラグ又は一時
記憶指示兼終話フラグの位置情報通知要求を検出した場合、ローミングインユーザの移動
通信端末２ごとに、位置情報通信要求に含まれる移動通信端末２の電話番号、位置情報、
基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、及び測位時刻を、移動通信端末２の電話番号に紐
付けて記憶する。また、記憶部７２は、ＭＳＣ６から終話時刻を受信した場合、移動通信
端末２の電話番号に紐付けてこの終話時刻を記憶する。
【００３３】
　例えば、非通知番号を付さずにＬＣＳクライアント５に発信要求した移動通信端末２（
ローミングインユーザＡ～Ｃ）と、非通知番号を付してＬＣＳクライアント５に発信要求
した移動通信端末２（ローミングインユーザＤ）とがあり、ローミングインユーザＡ，Ｃ
は既に終話し、ローミングインユーザＢ，Ｄは現在通話中である場合、記憶部７２の位置
情報データベースに記憶する情報は図４に示すようになる。この場合、ローミングインユ
ーザＡ～Ｃの各欄には、電話番号、位置情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び
終話時刻が記憶され、ローミングインユーザＤの欄には、電話番号、基地局番号、ＭＳＣ
番号、通知先番号、及び測位時刻が記憶される。そして、ローミングインユーザＢ，Ｄは
通話中であるため、終話時刻を受信するまでの聞、終話時刻として通話中である旨を示す
情報が記憶される。
【００３４】
　位置情報通知部７３は、移動通信端末２の電話番号や位置情報等をＬＣＳクライアント
５に送信するものである。位置情報通知部７３は、信号受信解析部７１において一時記憶
指示兼緊急機関通知フラグを検出した場合、ＭＳＣ６から送信された移動通信端末２の電
話番号、位置情報、基地局情報、ＭＳＣ番号、及び通知先番号を位置情報通知として、Ｌ
ＣＳクライアント５に送信する。
【００３５】
　ローミングインユーザ判定部７４は、ＬＣＳクライアント５から位置情報取得要求を受
けた移動通信端末２がローミングインユーザか否かを判定するものである。ローミングイ
ンユーザ判定部７４は、移動通信端末２が発信要求した後、ＬＣＳクライアント５から移
動通信端末２に対する位置情報取得要求を受信すると、この位置情報取得要求から移動通
信端末２の電話番号を検出する。なお、移動通信端末２から非通知番号を付して発信要求
した場合、移動通信端末２の電話番号は基本的にＬＣＳクライアント５に通知されないが
、緊急機関であるＬＣＳクライアント５が要求すればＧＭＳＣ７からこの電話番号を取得
することができる。そのため、ＬＣＳクライアント５からは、このようにして取得した移
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動通信端末２の電話番号を含めた位置情報取得要求がＧＭＬＣ７に送信される。
【００３６】
　そして、ローミングインユーザ判定部７４は、自網をホーム網とする移動通信端末の電
話番号が登録された登録データベース（不図示）を参照して、位置情報取得要求対象とな
る移動通信端末２の電話番号がデータベースに登録されている電話番号であれば、この移
動通信端末２がローミングインユーザで無いと判定し、位置情報取得要求対象となる移動
通信端末２の電話番号がデータベースに登録されている電話番号であれば、この移動通信
端末２がローミングインユーザであると判定する。
【００３７】
　位置情報有無判定部７５は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報が
記憶部７２に記憶されているか否かを判定するものである。位置情報有無判定部７５は、
ローミングインユーザ判定部７４において位置情報取得要求対象である移動通信端末２が
ローミングユーザであると判定した場合、記憶部７２の位置情報データベースを参照して
、この移動通信端末２の電話番号に対応する位置情報又は基地局情報が記憶部７２に記憶
されているか否かを判定する。
【００３８】
　位置情報通知判定部７６は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報を
ＬＣＳクライアント５に通知するか否かを判定するものである。位置情報通知判定部７６
は、位置情報有無判定部７５において位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置
情報又は基地局情報が記憶部７２に記憶されていると判定した場合に、記憶部７２に記憶
されている終話時刻を参照して、この移動通信端末２がＬＣＳクライアント５と通話中又
は終話後所定時間（例えば２０秒）以内であるか否かを判定する。なお、終話後所定時間
として２０秒を例示したのは、終話後２０秒以内であれば緊急機関に対して移動通信端末
２の位置情報を通知しても良いとの取り決めに沿ったものである。そして、位置情報通知
判定部７６は、この位置情報取得要求が移動通信端末２の通話中又は終話後２０秒以内の
場合、ＬＣＳクライアント５に位置情報を通知すると判定し、この位置情報取得要求が移
動通信端末２の終話後２０秒よりも更に経過している場合、ＬＣＳクライアント５に位置
情報を通知しないと判定する。
【００３９】
　ダミー値判定部７７は、記憶部７２に記憶されている、位置情報取得要求対象である移
動通信端末２の位置情報又は基地局情報がダミー値か否かを判定するものである。ダミー
値判定部７７は、記憶部７２に記憶されている位置情報又は基地局情報とダミー値（例え
ば“０”）とを比較し、この位置情報又は基地局情報とダミー値とが一致しない場合はダ
ミー値でないと判定し、位置情報又は基地局情報とダミー値とが一致する場合はダミー値
であると判定する。
【００４０】
　位置情報通知部７８は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報又は基
地局情報をＬＣＳクライアント５に通知するものである。位置情報通知部７８は、位置情
報通知判定部７６において位置情報を通知すると判定した場合であって、ダミー値判定部
７７においてダミー値でないと判定した場合、記憶部７２からこの位置情報取得要求対象
である移動通信端末２の位置情報又は基地局情報を読み出す。そして、位置情報通知部７
８は、読み出した位置情報又は基地局情報をＬＣＳクライアント５に通知する位置情報と
して設定する。一方、位置情報通知部７８は、位置情報通知判定部７６において位置情報
を通知すると判定した場合であって、ダミー値判定部７７においてダミー値であると判定
した場合、記憶部７２から読み出した位置情報に加え、呼切断等により位置情報を測定で
きなかった旨を示す情報を、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する。
なお、位置情報通知部７８は、位置情報通知判定部７６において位置情報を通知しないと
判定した場合、終話後２０秒経過したため通知できない旨を示す情報を、ＬＣＳクライア
ント５に通知する位置情報として設定する。そして、位置情報通知部７８は、このように
設定した位置情報をＬＣＳクライアント５に通知する。
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【００４１】
　次に、図５～７を参照して、第１の実施形態における位置情報取得装置、位置情報取得
方法及び位置情報取得システムの動作について説明する。図５は、ローミングインユーザ
による通話時の処理動作を説明するためのシーケンス図、図６は、終話時の処理動作を説
明するためのシーケンス図、図７は、緊急機関による位置情報取得要求時の処理動作を説
明するためのシーケンス図である。
【００４２】
　まず、図５を参照して、ローミングインユーザによる通話時の処理動作について説明す
る。移動通信端末２からＬＣＳクライアント５に対する発信要求が送信されると、移動通
信端末２の呼処理を行うＭＳＣ６がこの発信要求を受信する（ステップＳ１）。ローミン
グインユーザ判定部６１は、発信要求に含まれる発信者番号から、この移動通信端末２が
ローミングインユーザか否かを判定する（ステップＳ２）。ステップＳ２において、ロー
ミングインユーザであると判定した場合、位置情報通知判定部６２は、発信者番号及び位
置情報をＬＣＳクライアント５に通知するか否かを判定する（ステップＳ３）。
【００４３】
　ステップＳ３において、通知と判定した場合、測位処理部６３は、移動通信端末２の呼
処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号を取得すると共に、移動通信端末２の位置情報と
測位時刻とを取得する測位処理を行う（ステップＳ４）。なお、ステップＳ４において、
移動通信端末２の位置情報を取得できない場合、ダミー値を位置情報として取得する。
【００４４】
　次に、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の電話番号、
移動通信端末２の位置情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び一時記憶兼緊急機
関通知フラグを含む位置情報通知要求を送信する（ステップＳ５）。
【００４５】
　次に、ＧＭＬＣ７の信号受信解析部７１は、移動通信端末２の位置情報を取得すると共
に、位置情報通知要求の一時記憶兼緊急機関通知フラグを検出する。そして、信号受信解
析部７１において一時記憶指示兼緊急機関通知フラグを検出すると、記憶部７２は、移動
通信端末２の電話番号、移動通信端末２の位置情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、及び測位
時刻を電話番号に紐付けて記憶する（ステップＳ６）。
【００４６】
　次に、位置情報通知部７３は、移動通信端末２の電話番号及び位置情報を位置情報通知
としてＬＣＳクライアント５に送信する（ステップＳ７）。次に、位置情報通知部７３は
、ＭＳＣ６からの位置情報通知要求に対する応答として、ＭＳＣ６に対して位置情報通知
応答を送信し（ステップＳ８）、ローミングインユーザによる通話時の処理動作を終了す
る。
【００４７】
　一方、上述したステップＳ３において、非通知と判定した場合、測位処理部６３は、移
動通信端末２の呼処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号を取得すると共に、移動通信端
末２を収容する基地局の基地局情報と測位時刻とを取得する概略測位処理を行う（ステッ
プＳ９）。なお、ステップＳ９において、基地局情報を取得できない場合は、ダミー値を
基地局情報として取得する。
【００４８】
　次に、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の電話番号、
移動通信端末２の基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び一時記憶兼緊急
機関非通知フラグを含む位置情報通知要求を送信する（ステップＳ１０）。
【００４９】
　次に、ＧＭＬＣ７の信号受信解析部７１において、一時記憶指示兼緊急機関非通知フラ
グを検出すると、記憶部７２は、電話番号、基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、及び
測位時刻を電話番号に紐付けて記憶する（ステップＳ１１）。
【００５０】
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　次に、位置情報通知部７３は、ＭＳＣ６からの位置情報通知要求に対する応答として、
ＭＳＣ６に対して位置情報通知応答を送信し（ステップＳ１２）、ローミングインユーザ
による通話時の処理動作を終了する。
【００５１】
　次に、図６を参照して、終話時の処理動作について説明する。
【００５２】
　移動通信端末２とＬＣＳクライアント５との通話が終了すると、ＭＳＣ６の終話検出部
６５は、終話を検出し、終話時刻を取得する（ステップＳ１３）。
【００５３】
　次に、測位処理部６３は、移動通信端末２の呼処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号
を取得すると共に、移動通信端末２を収容する基地局の基地局情報と測位時刻とを取得す
る概略測位処理を行う（ステップＳ１４）。なお、ステップＳ１４において、基地局情報
を取得できない場合は、基地局情報としてダミー値を設定する。
【００５４】
　次に、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の電話番号、
移動通信端末２の基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、終話時刻、及び一時
記憶兼終話フラグを含む位置情報通知要求を送信する（ステップＳ１５）。
【００５５】
　次に、ＧＭＬＣ７の信号受信解析部７１において、一時記憶指示兼終話フラグを検出す
ると、記憶部７２は、移動通信端末２の電話番号、基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号
、測位時刻、及び終話時刻を電話番号に紐付けて記憶する（ステップＳ１６）。なお、ス
テップＳ１６において、既に情報が記憶されている場合は、ステップＳ１５において受信
した移動通信端末２の電話番号、基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び
終話時刻に書き換えて記憶する。
【００５６】
　次に、位置情報通知部７３は、ＭＳＣ６からの位置情報通知要求に対する応答として、
ＭＳＣ６に対して位置情報通知応答を送信し（ステップＳ１７）、終話時の処理動作を終
了する。
【００５７】
　次に、図７を参照して、緊急機関による位置情報取得要求時の処理動作を説明する。Ｌ
ＣＳクライアント５から移動通信端末２の位置情報取得要求が送信されると、ＧＭＬＣ７
がこの位置情報取得要求を受信する（ステップＳ２１）。次に、ＧＭＬＣ７は、ＬＣＳク
ライアント５からの位置情報取得要求に対する応答として、ＬＣＳクライアント５に対し
て位置情報取得要求応答を送信する（ステップＳ２２）。
【００５８】
　次に、ローミングインユーザ判定部７４は、位置情報取得要求に含まれる位置情報取得
要求対象である移動通信端末２がローミングインユーザか否かを判定する（ステップＳ２
３）。ステップＳ２３において、ローミングインユーザであると判定した場合、位置情報
有無判定部７５は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報または基地局
情報が記憶部７２に記憶されているか否かを判定する（ステップＳ２４）。
【００５９】
　ステップＳ２４において、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報また
は基地局情報が記憶部７２に記憶されていると判定した場合、位置情報通知判定部７６は
、位置情報をＬＣＳクライアント５に通知するか否かを判定する（ステップＳ２５）。ま
た、ステップ２５において、位置情報をＬＣＳクライアント５に通知すると判断した場合
、ダミー値判定部７７は、記憶部７２に記憶されている位置情報対象である移動通信端末
２の位置情報または基地局情報がダミー値か否かを判定する（ステップＳ２６）。
【００６０】
　次に、上述したステップＳ２５において位置情報を通知すると判定した場合であって、
上述したステップＳ２６においてダミー値でないと判定した場合、位置情報通知部７８は
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、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の位置情報または基地局情報を記憶部７２
から読み出し、この読み出した位置情報または基地局情報を、ＬＣＳクライアント５に通
知する位置情報として設定する（ステップＳ２７）。なお、上述したステップＳ２５にお
いて位置情報を通知すると判定した場合であって、上述したステップＳ２６においてダミ
ー値であると判定した場合、位置情報通知部７８は、呼切断等により位置情報を測定でき
なかった旨を示す情報をＬＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する（ステ
ップＳ２７）。
【００６１】
　一方、上述したステップＳ２５において位置情報を通知しないと判定した場合、位置情
報通知部７８は、位置情報通知として、終話後２０秒経過したため通知できない旨を示す
情報を、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する（ステップＳ２７）。
【００６２】
　次に、位置情報通知部７８は、位置情報通知として、ステップＳ２７において設定した
位置情報をＬＣＳクライアント５に送信する（ステップＳ２８）。
【００６３】
　次に、ＬＣＳクライアント５は、ＧＭＳＣ７からの位置情報通知に対する応答として、
ＧＭＳＣ７に対して位置情報通知応答を送信し（ステップＳ２９）、緊急機関による位置
情報取得要求時の処理動作を終了する。
【００６４】
　以上説明したように、第１の実施形態に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法、位
置情報取得システムによれば、ローミング網４において、移動通信端末２が発信要求する
際に、移動通信端末２の位置情報または基地局情報を記憶しておくことで、ＬＣＳクライ
アント５から位置情報取得要求を受けた場合に、ホーム網３から移動通信端末２の位置情
報を取得しなくても、自網の記憶部７２から位置情報取得要求対象である移動通信端末２
の位置情報または基地局情報を取得することができる。このため、ホーム網３がＬＣＳ機
能に対応していなくても、ＬＣＳクライアント５から位置情報取得要求を受けたときに、
移動通信端末２の位置情報をＬＣＳクライアント５に通知することが可能となる。
【００６５】
　また、第１の実施形態に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法、位置情報取得シス
テムによれば、記憶部７２に記憶された位置情報又は基地局情報からダミー値を検出する
ことで、ＬＣＳクライアント５は、ＧＭＬＣ７から正確な位置情報が通知されない場合に
、ローミングインユーザの位置情報を取得できなかったのか、ローミングインユーザとＬ
ＣＳクライアントとの通話中又は終話後所定時間以外に位置情報取得要求をしたために位
置情報が通知されなかったのかを容易に判別することが可能となる。
【００６６】
　また、第１の実施形態に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法、位置情報取得シス
テムによれば、移動通信端末２の発信要求を契機として移動通信端末２の位置情報または
基地局情報を取得して記憶しておくため、通話した移動通信端末２の位置情報又は基地局
情報を確実に取得することができ、その後のＬＣＳクライアント５から位置情報取得要求
を受けた場合に、確実に移動通信端末２の位置情報を通知することが可能となる。
【００６７】
　また、第１の実施形態に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法、位置情報取得シス
テムによれば、移動通信端末２とＬＣＳクライアント５との終話を契機として移動通信端
末２の基地局情報を取得するため、通話した移動通信端末２を収容する基地局情報を確実
に測位することができ、その後のＬＣＳクライアント５からの位置情報取得要求に対して
、確実に移動通信端末２の位置情報を通知することが可能となる。更に、発信した後に移
動通信端末２が移動したとしても、より最新の移動通信端末２を収容する基地局情報を取
得することができるため、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報の信頼性を向上させ
ることが可能となる。
【００６８】
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　次に、第２の実施形態における位置情報取得装置、位置情報取得方法及び位置情報取得
システムについて説明する。第２の実施形態は、基本的に第１の実施形態と同様である。
第２の実施形態が第１の実施形態と異なる点は、ＭＳＣの測位処理部及び終話検出部が異
なる点と、ＧＭＬＣの位置情報有無判定部の代わりにＭＳＣ番号有無判定部を設ける点と
、ＧＭＬＣに測位要求部を追加した点と、ＧＭＬＣの位置情報通知部が異なる点のみであ
る。
【００６９】
　図８は、第２の実施形態に係る位置情報取得装置におけるＭＳＣの機能構成を例示する
図、図９は、第２の実施形態に係る位置情報取得装置におけるＧＭＬＣの機能構成を例示
する図である。
【００７０】
　ＭＳＣ６は、図８に示すように、機能的には、ローミングインユーザ判定部６１と、位
置情報通知判定部６２と、位置情報通知要求部６４とを備え、更に、測位処理部（第１の
位置情報取得手段、第２の位置情報取得手段）６２１と、終話検出部６２２を備えている
。
【００７１】
　ＧＭＬＣ７は、図９に示すように、機能的には、信号受信解析部（第１の位置情報取得
手段）７１と、記憶部（記憶手段）７２と、位置情報通知部７３と、ローミングインユー
ザ判定部７４と、位置情報通知判定部７６とを備え、更に、ＭＳＣ番号有無判定部７２１
と、測位要求部（第２の位置情報取得手段）７２２と、位置情報通知部（位置情報通知手
段）７２３とを備えている。
【００７２】
　測位処理部６３１は、ローミングインユーザが通話する際の処理として、位置情報通知
判定部６２における移動通信端末２の位置情報等をＬＣＳクライアント５に通知するか否
かの判定において通知と判定した場合、第１の実施形態と同様の測位処理を行う。一方、
測位処理部６３１は、位置情報通知判定部６２において非通知と判定した場合、移動通信
端末２の呼処理を行うＭＳＣ６のＭＳＣ番号（位置情報）のみを検索（測位）して取得す
る。そして、測位処理部６１１は、ＭＳＣ６が備えるタイマ機能（不図示）により、ＭＳ
Ｃ番号を取得した時刻を測位時刻として取得する。
【００７３】
　また、測位処理部６３１は、ＬＣＳクライアント５による位置情報取得要求時の処理と
して、ＧＭＬＣ７から移動通信端末２の測位要求を受信した場合、ＲＮＣ９に対して移動
通信端末２をＧＰＳ等で測位させ、ＲＮＣ９から測位結果の位置情報を取得する。そして
、測位処理部６３１は、測位結果通知として、この位置情報をＧＭＬＣ７に送信する。
【００７４】
　終話検出部６２２は、移動通信端末２とＬＣＳクライアント５との呼が切断されて終話
したことを検出すると、終話時刻を取得して、移動通信端末２の電話番号及び終話時刻を
ＧＭＬＣ７に送信する。
【００７５】
　ＭＳＣ番号有無判定部７２１は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の呼処理
を行うＭＳＣ６のＭＳＣ番号が記憶部７２に記憶されているか否かを判定するものである
。ＭＳＣ番号有無判定部７２１は、ローミングインユーザ判定部７４において位置情報取
得要求対象である移動通信端末２がローミングユーザであると判定した場合、記憶部７２
の位置情報データベースを参照して、この移動通信端末２の電話番号に紐付けられたＭＳ
Ｃ番号が記憶部７２に記憶されているか否かを判定する。
【００７６】
　測位要求部７２２は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の電話番号に紐付け
られて記憶部７２に記憶されたＭＳＣ番号のＭＳＣ６に対して、位置情報取得要求対象で
ある移動通信端末２を測位させる測位要求を送信する。
【００７７】
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　位置情報通知部７２３は、ＭＳＣ６から送信された測位結果通知である位置情報を、Ｌ
ＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する。また、位置情報通知部７２３は
、位置情報通知判定部７６において位置情報を通知しないと判定した場合、終話後２０秒
経過したため通知できない旨を示す情報を、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報と
して設定する。そして、位置情報通知部７２３は、この設定した位置情報をＬＣＳクライ
アント５に通知する。
【００７８】
　次に、図１０及び１１を参照して、第２の実施形態における位置情報取得装置、位置情
報取得方法及び位置情報取得システムの動作について説明する。図１０は、ローミングイ
ンユーザが通話する際の処理動作を説明するためのシーケンス図、図１１は、緊急機関に
よる位置情報取得要求時の処理動作を説明するためのシーケンス図である。
【００７９】
　図１０を参照して、ローミングインユーザが通話する際の処理動作を説明する。まず、
第１の実施形態と同様に、ステップＳ１～Ｓ３の処理を行う。そして、ステップＳ３の判
定において、通知と判定した場合、測位処理部６３１は、第１の実施形態と同様に、ステ
ップＳ４～Ｓ８の処理を行い、ステップＳ４４に進む。
【００８０】
　一方、ステップＳ３の判定において、非通知と判定した場合、測位処理部６３１は、移
動通信端末２の呼処理を行っているＭＳＣ６のＭＳＣ番号を取得する（ステップＳ４０）
。
【００８１】
　次に、位置情報通知要求部６４は、ＧＭＬＣ７に対して、移動通信端末２の電話番号、
移動通信端末２の基地局情報、ＭＳＣ番号、通知先番号、測位時刻、及び一時記憶兼緊急
機関非通知フラグを含む位置情報通知要求を送信する（ステップＳ４１）。
【００８２】
　次に、ＧＭＬＣ７の信号受信解析部７１は、移動通信端末２の呼制御を行うＭＳＣ６の
ＭＳＣ番号を取得すると共に、位置情報通知要求の一時記憶指示兼緊急機関非通知フラグ
を検出する。そして、信号受信解析部７１において一時記憶指示兼緊急機関非通知フラグ
を検出すると、記憶部７２は、移動通信端末２の電話番号、ＭＳＣ番号、通知先番号、及
び測位時刻を電話番号に紐付けて記憶する（ステップＳ４２）。
【００８３】
　次に、位置情報通知部７３は、ＭＳＣ６からの位置情報通知要求に対する応答として、
ＭＳＣ６に対して位置情報通知応答を送信し（ステップＳ４３）、ステップＳ４４に進む
。
【００８４】
　ステップＳ４４において、ＭＳＣ６の終話検出部６２２は、終話を検出すると（ステッ
プＳ４４）、移動通信端末２の電話番号及び終話時刻をＧＭＬＣ７に送信する（ステップ
Ｓ４５）。
【００８５】
　次に、ＧＭＬＣ７が終話検出部６２２から送信された電話番号及び終話時刻を受信する
と、記憶部７２は、電話番号に紐付けて終話時刻を記憶する（ステップＳ４６）。ステッ
プＳ４６の処理が終了すると、ローミングインユーザによる通話時の処理動作を終了する
。
【００８６】
　次に、図１１を参照して、緊急機関による位置情報取得要求時の処理動作を説明する。
まず、第１の実施形態と同様に、ステップＳ２１～ステップＳ２５の処理を行う。
【００８７】
　そして、ステップＳ２５の判定において、位置情報をＬＣＳクライアント５に通知する
と判定した場合、測位要求部７２２は、位置情報取得要求対象である移動通信端末２の電
話番号に紐付けて記憶されているＭＳＣ番号のＭＳＣ６に対して測位要求を送信する（ス
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テップＳ５１）。
【００８８】
　次に、ＭＳＣ６がＧＭＬＣ７から測位要求を受信すると、測位処理部６３１は、移動通
信端末２の位置情報を取得する測位処理を行う（ステップＳ５２）。次に、測位処理部６
３１は、測位結果通知として、この位置情報をＧＭＬＣ７に通知する（ステップＳ５３）
。
【００８９】
　次に、ＧＭＬＣ７がＭＳＣ６から測位結果通知を受信すると、位置情報通知部７２３は
、測位結果通知の位置情報を、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する
（ステップＳ５４）。
【００９０】
　一方、上述したステップＳ２５において位置情報を通知しないと判定した場合、位置情
報通知部７２３は、位置情報通知として、終話後２０秒経過したため通知できない旨を示
す情報を、ＬＣＳクライアント５に通知する位置情報として設定する（ステップＳ５４）
。
【００９１】
　そして、第１の実施形態と同様に、位置情報通知部７２３は、位置情報通知として、ス
テップＳ２７において設定した位置情報をＬＣＳクライアント５に送信し（ステップＳ２
８）、ＬＣＳクライアント５は、ＧＭＳＣ７からの位置情報通知に対する応答として、Ｇ
ＭＳＣ７に対して位置情報通知応答を送信して（ステップＳ２９）、緊急機関による位置
情報取得要求時の処理動作を終了する。
【００９２】
　以上説明したように、第２の実施形態に係る位置情報取得装置、位置情報取得方法、位
置情報取得システムによれば、ローミング網４において、移動通信端末２とＬＣＳクライ
アント５とが通話する際は、この移動通信端末２の上位に位置して移動通信端末２の呼処
理を行うＭＳＣ６のＭＳＣ番号を記憶しておき、ＬＣＳクライアント５から位置情報取得
要求を受けた場合は、記憶部７２から読み出したＭＳＣ番号のＭＳＣ６に対して移動通信
端末２を測位させることで、移動通信端末２の位置情報を取得することができるため、通
話時の処理負担を軽減しながら、ＬＣＳクライアント５に対して移動通信端末の位置情報
を通知することができる。
【００９３】
　更に、移動通信端末２が通話する際は移動通信端末２の呼処理を行うＭＳＣ６のＭＳＣ
番号を取得するだけで済むため、移動通信端末２とＬＣＳクライアント５とが通話する際
に移動通信端末２を測位できないような場合であっても、ＬＣＳクライアント５から位置
情報取得要求を受けた場合に、移動通信端末２の位置情報を通知することができる。
【００９４】
　以上、本発明をその実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではなく、例えば、上記実施形態においては、測位処理部が位置情報通知判
定部の判定結果等に応じて測位処理と概略測位処理とを選択して測位するように説明した
が、この判断結果によらず測位処理や概略測位処理を行っても良い。
【００９５】
　また、概略測位処理は、移動通信端末を収容する基地局の基地局情報を探索（測位）す
るように説明したが、移動通信端末の極めて詳細な位置を特定しなければ、他の情報で移
動通信端末の位置を特定しても良い。
【００９６】
　また、第１の実施形態において、ローミングインユーザが通話する際に概略測位処理を
行った場合、ＬＣＳクライアントからの位置情報取得要求に対して基地局情報を通知する
ように説明したが、ＬＣＳクライアントからの位置情報取得要求があると、第２の実施形
態のように移動通信端末２の測位処理を行い、ＬＣＳクライアントに対して移動通信端末
２の位置情報を通知するようにしても良い。
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【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】第１の実施形態に係る位置情報取得システムを適用したネットワーク構成図。
【図２】ＭＳＣの機能構成を例示する図である。
【図３】ＧＭＬＣの機能構成を例示する図である。
【図４】位置情報データベースの構成を例示する図である。
【図５】ローミングインユーザによる通話時の処理動作を説明するためのシーケンス図で
ある。
【図６】終話時の処理動作を説明するためのシーケンス図である。
【図７】緊急機関による位置情報取得要求時の処理動作を説明するためのシーケンス図で
ある。
【図８】第２の実施形態に係る位置情報取得装置におけるＭＳＣの機能構成を例示する図
である。
【図９】第２の実施形態に係る位置情報取得装置におけるＧＭＬＣの機能構成を例示する
図である。
【図１０】ローミングインユーザが通話する際の処理動作を説明するためのシーケンス図
である。
【図１１】緊急機関による位置情報取得要求時の処理動作を説明するためのシーケンス図
である。
【図１２】ＭＳＣ及びＧＭＬＣのハードウェア構成を例示する図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１…位置情報取得端末、２…移動通信端末（ローミングインユーザ）、６…ＭＳＣ、７
…ＧＭＬＣ、６３…測位処理部（位置情報取得手段）、７１…信号受信解析部（位置情報
取得手段、第１の位置情報取得手段）、７２…記憶部（記憶手段）、７８，７２３…位置
情報通知部（位置情報通知手段）、６２１…測位処理部（第１の位置情報取得手段、第２
の位置情報取得手段）、７２２…測位要求部（第２の位置情報取得手段）。



(17) JP 2008-294843 A 2008.12.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 2008-294843 A 2008.12.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 2008-294843 A 2008.12.4

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(20) JP 2008-294843 A 2008.12.4

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5K067 AA21  BB04  DD11  DD20  DD23  DD24  EE02  EE12  EE16  FF02 
　　　　 　　        FF03  FF06  FF07  HH22  HH23  JJ52  JJ56  JJ64 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

