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(57)【要約】
【課題】事前に音源を用意せずに、着信側端末の現在位
置に対応するリングバックトーンを出力する。
【解決手段】無線電話機を収容する交換機を備える無線
電話システムであって、前記無線電話機からリングバッ
クトーンとして再生するための音響信号を生成する再生
装置と、前記無線電話機の位置を取得する測位装置と、
テキストデータを読み上げて音声データに変換する変換
装置と、を備え、前記再生装置は、前記交換機からリン
グバックトーンを要求されると、着信側の前記無線電話
機の位置を前記測位装置に要求し、前記測位装置は、前
記測定された着信側無線電話機の位置を取得し、前記取
得した位置を示すテキストデータを生成し、前記変換装
置は、前記測位装置によって生成されたテキストデータ
を音声データに変換し、前記再生装置は、前記変換装置
によって変換された音声データを、リングバックトーン
として発信側の前記無線電話機に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電話機を収容する交換機を備える無線電話システムであって、
　前記無線電話機からリングバックトーンとして再生するための音響信号を生成する再生
装置と、
　前記無線電話機の位置を取得する測位装置と、
　テキストデータを読み上げて音声データに変換する変換装置と、を備え、
　前記再生装置は、前記交換機からリングバックトーンを要求されると、着信側の前記無
線電話機の位置を前記測位装置に要求し、
　前記測位装置は、前記測定された着信側無線電話機の位置を取得し、前記取得した位置
を示すテキストデータを生成し、
　前記変換装置は、前記生成されたテキストデータを音声データに変換し、
　前記再生装置は、前記変換装置によって変換された音声データを、リングバックトーン
として発信側の前記無線電話機に送信することを特徴とする無線電話システム。
【請求項２】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記測位装置は、前記着信側無線電話機の位置を取得できない場合、前記着信側無線電
話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得した過去の位置を示すテキスト
データを生成することを特徴とする請求項１に記載の無線電話システム。
【請求項３】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記測位装置は、前記測定された着信側無線電話機の位置が異常である場合、前記着信
側無線電話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得した過去の位置を示す
テキストデータを生成することを特徴とする請求項１に記載の無線電話システム。
【請求項４】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記交換機は、前記着信側無線電話機が通信可能な状態であるか否かを判定し、
　前記再生装置は、前記交換機によって前記着信側無線電話機が通信可能であると判定さ
れた場合、前記着信側無線電話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得し
た過去の位置を示すテキストデータを生成することを特徴とする請求項１に記載の無線電
話システム。
【請求項５】
　前記無線電話システムは、前記無線電話機の位置を通知するか否かの情報を記録する加
入者データ格納部を、さらに備え、
　前記再生装置は、
　前記交換機からリングバックトーンを要求されると、前記着信側の無線電話機の位置を
前記発信側の無線電話機に通知するか否かを示す通知可否情報を、前記加入者データ格納
部から取得し、
　前記通知可否情報が、前記着信側の無線電話機の位置を前記発信側の無線電話機に通知
することを示す場合、前記着信側の無線電話機の位置を前記測位装置に要求し、
　前記通知可否情報が、前記着信側の無線電話機の位置を前記発信側の無線電話機に通知
しないことを示す場合、前記着信側の無線電話機の位置を含まない音響データを、リング
バックトーンとして前記発信側の無線電話機に送信することを特徴とする請求項１に記載
の無線電話システム。
【請求項６】
　無線電話機を収容する交換機と、前記無線電話機からリングバックトーンとして再生す
るための音響信号を生成する再生装置と、前記無線電話機の位置を取得する測位装置と、



(3) JP 2011-244299 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

テキストデータを読み上げて音声データに変換する変換装置と、を備える無線電話システ
ムにおける位置通知方法であって、
　前記再生装置は、前記交換機からリングバックトーンを要求されると、着信側の前記無
線電話機の位置を前記測位装置に要求し、
　前記測位装置は、前記測定された着信側無線電話機の位置を取得し、前記取得した位置
を示すテキストデータを生成し、
　前記変換装置は、前記生成されたテキストデータを音声データに変換し、
　前記再生装置は、前記変換装置によって変換された音声データを、リングバックトーン
として発信側の前記無線電話機に送信することを特徴とする位置通知方法。
【請求項７】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記方法は、前記着信側無線電話機の位置を取得できない場合、前記測位装置が、前記
着信側無線電話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得した過去の位置を
示すテキストデータを生成することを特徴とする請求項６に記載の位置通知方法。
【請求項８】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記方法は、前記測定された着信側無線電話機の位置が異常である場合、前記測位装置
が、前記着信側無線電話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得した過去
の位置を示すテキストデータを生成することを特徴とする請求項６に記載の位置通知方法
。
【請求項９】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の過去の位置を記録する履歴格納部
を備え、
　前記方法は、
　前記交換機は、前記着信側無線電話機が通信可能な状態であるか否かを判定し、
　前記交換機によって前記着信側無線電話機が通信可能であると判定された場合、前記再
生装置が、前記着信側無線電話機の過去の位置を前記履歴格納部から取得し、前記取得し
た過去の位置を示すテキストデータを生成することを特徴とする請求項６に記載の位置通
知方法。
【請求項１０】
　前記無線電話システムは、さらに、前記無線電話機の位置を通知するか否かの情報を記
録する加入者データ格納部を備え、
　前記方法は、
　前記再生装置が、前記交換機からリングバックトーンを要求されると、前記着信側の無
線電話機の位置を前記発信側の無線電話機に通知するか否かを示す通知可否情報を、前記
加入者データ格納部から取得し、
　前記通知可否情報が、前記着信側の無線電話機の位置を前記発信側の無線電話機に通知
することを示す場合、前記再生装置は、前記着信側の無線電話機の位置を前記測位装置に
要求し、
　前記通知可否情報が、前記着信側の無線電話機の位置を前記発信側の無線電話機に通知
しないことを示す場合、前記再生装置は、前記着信側の無線電話機の位置を含まない音響
データを、リングバックトーンとして前記発信側の無線電話機に送信することを特徴とす
る請求項６に記載の位置通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線電話システムに関し、特に、リングバックトーンを用いて着信側携帯電
話機の位置を発信側携帯電話機へ通知する無線電話システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＧＰＳ付き携帯電話の普及により、第三者からの測位要求に応じて自分の位置を要求者
へ伝える位置測位サービスが普及している。一方、音声系のサービスとしては、着信者が
選択した音楽をリングバックトーンとして発信者に聴かせるサービス（Ｍｕｓｉｃ　Ｒｉ
ｎｇ　Ｂａｃｋ　Ｔｏｎｅサービス）が普及している。
【０００３】
　また、着信側端末の現在位置に対応するリングバックトーンを出力するリングバックト
ーン制御装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－７４１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、既存の第三者測位サービスは、特別な操作が必要であり、電話機の操作に慣れ
ていない利用者が利用するのは困難であり、より簡単な操作で実現可能なサービスが求め
られている。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されたリングバックトーン制御装置は、ユーザ毎にエリア毎に
リングバックトーンで再生するための音源の対応表を用意する必要があった。すなわち、
再生される音源をユーザが予め作成しておく必要があり、このサービスを受けるためのユ
ーザの準備が煩雑であった。さらに、ユーザ毎にエリア毎音源を記憶するため、音源を格
納するために必要な記憶領域の容量が大きかった。
【０００７】
　本発明は、事前に音源を用意することなく、着信側端末の現在位置に対応するリングバ
ックトーンを出力することができる無線電話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】
【０００８】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、無線電話機を収容する交
換機を備える無線電話システムであって、前記無線電話機からリングバックトーンとして
再生するための音響信号を生成する再生装置と、前記無線電話機の位置を取得する測位装
置と、テキストデータを読み上げて音声データに変換する変換装置と、を備え、前記再生
装置は、前記交換機からリングバックトーンを要求されると、着信側の前記無線電話機の
位置を前記測位装置に要求し、前記測位装置は、前記測定された着信側無線電話機の位置
を取得し、前記取得した位置を示すテキストデータを生成し、前記変換装置は、前記測位
装置によって生成されたテキストデータを音声データに変換し、前記再生装置は、前記変
換装置によって変換された音声データを、リングバックトーンとして発信側の前記無線電
話機に送信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施の形態によると、特別な操作を必要とせず、電話をかけて来た相手に、自
動的に自分の居場所を教えることができる。さらに、位置と再生する音声（又は、音楽）
との対応表を予め作成せずに、自分の居場所を発信者に教えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機の
位置を知らせる処理のシーケンス図である。
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【図３】本発明の第２の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態の履歴データベース内の位置履歴テーブルの構成例の
説明図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機の
位置を知らせる処理のシーケンス図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機の
位置を知らせる処理の変形例のシーケンス図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態の加入者データベース内の位置情報通知可否フラグテ
ーブルの構成例の説明図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の加入者データベースへの登録処理のシーケンス図で
ある。
【図１０】本発明の第３の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機
の位置を知らせる処理のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜実施形態１＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である
。
【００１２】
　本実施の形態の携帯電話システムは、交換機（ＭＳＣ）１０２、リングバックトーン再
生装置１０３、位置測定装置１０４、及び、音声読み上げ装置１０５を備える。交換機１
０２は、基地局（図示省略）を介して、発信側携帯電話機１０１及び着信側携帯電話機１
０６に接続されている。
【００１３】
　交換機１０２は、発信側携帯電話機１０１と着信側携帯電話機１０６とを接続する回線
を設定する。
【００１４】
　リングバックトーン再生装置１０３は、プロセッサ、メモリ及びインターフェースを備
えるコンピューターであり、発信側携帯電話機１０１が発信し、着信側携帯電話機１０６
が着信応答するまでの間、発信側携帯電話機１０１から発生する音楽、音声等の音響信号
を生成する。このリングバックトーン再生装置１０３は、メモリに記憶されたプログラム
をプロセッサが実行することによって機能する。
【００１５】
　位置測定装置１０４は、プロセッサ、メモリ及びインターフェースを備えるコンピュー
ターであり、携帯電話機１０１等からの要求に基づいて携帯電話機の位置（経度、緯度）
を特定し、特定された位置の情報から地名を特定する。この位置測定装置１０４は、メモ
リに記憶されたプログラムをプロセッサが実行することによって機能する。本実施の形態
の測位は、測位に必要な情報を位置測定装置１０４から携帯電話機１０１等に送信するア
シスト方式を採用するが、携帯電話機が位置測定装置１０４の助けを受けることなく、単
独で位置を測定してもよい。
【００１６】
　音声読み上げ装置１０５は、プロセッサ、メモリ及びインターフェースを備えるコンピ
ューターであり、入力されたテキストデータを音声データに変換する。例えば、位置測定
装置１０４から出力された地名のテキストデータを音声データに変換し、リングバックト
ーン再生装置１０３に出力する。この音声読み上げ装置１０５は、メモリに記憶されたプ
ログラムをプロセッサが実行することによって機能する。
【００１７】
　図２は、第１の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機１０６の
位置を知らせる処理のシーケンス図である。
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【００１８】
　まず、発信者が、発信側携帯電話機１０１を用いて着信側携帯電話機１０６へ電話をか
ける。すると、発信側携帯電話機１０１は、ＭＳＣ１０２へ発信する（３０１）。発信３
０１要求には、例えば、ＩＳＤＮで使用されるＮｏ．７共通線信号方式のユーザ部である
ＩＳＵＰのＩＡＭメッセージ等を用いることができる。
【００１９】
　その後、ＭＳＣ１０２は、着信側携帯電話機１０６に着信を通知し（３０３）、リング
バックトーン再生装置１０３に再生要求を転送する（３０２）。再生要求３０２には、例
えば、ＩＳＵＰのＩＡＭメッセージ等を用いることができる。
【００２０】
　リングバックトーン再生装置１０３は、再生要求３０２を受信すると、再生要求３０２
に含まれる着信側携帯電話機１０６の電話番号に基づいて位置測定要求を生成し、生成し
た位置測定要求を位置測定装置１０４に送信する（３０４）。この位置測定要求３０４に
よって、着信側携帯電話機１０６の位置を要求する。位置測定要求３０４には、例えば、
ＯＭＡ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）で規定されるＭＬＰ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＳＬＩＲメッセージ等を用いることができ
る。
【００２１】
　位置測定装置１０４は、位置測定要求３０４を受信すると、着信側携帯電話機１０６に
端末測位を要求する（３０５）。端末測位要求３０５には、例えば、ＯＭＡで規定される
ＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）のＳＵＰＬ　ＩＮ
ＩＴメッセージ等を用いることができる。この測位が、基地局側がアシストするアシスト
方式による場合、端末測位要求３０５には、観測可能なＧＰＳ衛星の識別子が含まれる。
【００２２】
　着信側携帯電話機１０６は、端末測位要求３０５を受信すると、その位置を測定し、位
置測定結果３０６を位置測定装置１０４に送信する。具体的には、着信側携帯電話機１０
６は、位置測定演算によって、緯度、経度及び高さを算出し、算出された値（又は、測位
計算に必要な情報）を含む位置測定結果を位置測定装置１０４に送信する（３０６）。
【００２３】
　位置測定装置１０４は、位置測定結果３０６を受信すると、受信した緯度、経度を地名
（例えば、住所、目標となる建物の名称）に変換する。
【００２４】
　なお、着信側携帯電話機１０６が、緯度、経度及び高さを算出せず、位置測定結果３０
６の代わりに測位計算に必要な情報を位置測定装置１０４に送信してもよい。例えば、位
置測定に必要なデータ（例えば、ＧＰＳの疑似距離情報、無線ＬＡＮアクセスポイントの
情報、Ｃｅｌｌ　ＩＤなどの基地局情報等）を位置測定装置１０４に送信することができ
る。
【００２５】
　この場合、位置測定装置１０４は、位置測定装置１０４内に設けられた測位演算部によ
って、受信した測位計算に必要な情報に基づいて、測位演算をする（３０７）。例えば、
測位計算に必要な情報としてＧＰＳ衛星との疑似距離を受信した場合、ＧＰＳ測位を行い
、Ｃｅｌｌ　ＩＤを受信した場合、基地局の位置に基づく測位を行い、無線ＬＡＮアクセ
スポイントの情報を受信した場合、無線ＬＡＮアクセスポイントの位置に基づく測位を行
う。位置測定装置１０４は、算出された測位結果（緯度、経度）を地名に変換する。
【００２６】
　その後、位置測定装置１０４は、着信側携帯電話機１０６に測位終了を通知する（３０
８）。測位終了通知３０８は、例えば、ＯＭＡ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎ
ｃｅ）で規定されているＳＵＰＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ）のＳＵＰＬ　ＥＮＤメッセージ等を利用することができる。
【００２７】
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　その後、位置測定装置１０４は、リングバックトーン再生装置１０３に測位結果を送信
する（３０９）。この測位結果このメッセージ３０９は、位置測定要求３０４に対する応
答である。測位結果３０９には、例えば、ＯＭＡ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａ
ｎｃｅ）で規定されているＭＬＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）のＳＬＩ　Ｒｅｓｐメッセージ等を用いることができる。
【００２８】
　その後、リングバックトーン再生装置１０３は、音声読み上げ装置１０５に位置測定結
果を送信する（３１０）。位置測定結果３１０は、測位によって取得した緯度、経度から
求められた位置情報（例えば、住所、地名）のテキストデータを含む。
【００２９】
　音声読み上げ装置１０５は、受信した位置測定結果３１０（位置情報データ）の位置情
報データを音声合成し、音声データを生成する（３１１）。音声データのデータフォーマ
ットは、例えば、Ｇ．７２６　ＡＤＰＣＭフォーマット等によってデジタル化された音デ
ータである。音声読み上げ装置１０５は、生成した音声データをリングバックトーン再生
装置１０３に送信する（３１２）。
【００３０】
　リングバックトーン再生装置１０３は、音声データ３１２を受信すると、ＭＳＣ１０２
に応答する（３１３）。応答３１３には、例えば、ＩＳＵＰのＡＣＭメッセージ等を用い
ることができる。リングバックトーン再生装置１０３は、応答３１３を送信した後、発信
側携帯電話機１０１に、受信した音声データ３１２を音源ファイルに用いて、リングバッ
クトーンとして着信者の位置を再生する（３１４）。
【００３１】
　発信側携帯電話機１０１は、リングバックトーン再生装置１０３によって再生されたリ
ングバックトーン３１４、すなわち、着信側携帯電話機１０６の位置の情報を音響信号と
して出力する。
【００３２】
　その後、着信側携帯電話機１０６が着信応答すると、ＭＳＣ１０２に着信応答を送信す
る（３１５）。ＭＳＣ１０２は、着信応答３１５を受信すると、リングバックトーン再生
装置１０３に音声再生停止を要求する（３１６）。音声再生停止要求３１６には、例えば
、ＩＳＵＰのＲＥＬメッセージなどを用いることができる。
【００３３】
　図２では、着信側携帯電話機１０６が電話に応答する場合を例示したが、着信側携帯電
話機１０６が着信応答せず、発信側携帯電話機１０１が電話を切る場合も基地局側の装置
（ＭＳＣ１０２、リングバックトーン再生装置１０３、位置測定装置１０４、音声読み上
げ装置１０５）は、同様のシーケンスで動作する。具体的には、発信側携帯電話機１０１
は、オンフックすると、ＭＳＣ１０２に切断要求を含む応答をする。ＭＳＣ１０２は、切
断要求を受信すると、リングバックトーン再生装置１０３に音声再生停止要求３１６を送
信する。
【００３４】
　また、図２では、位置測定装置１０４がリングバックトーン再生装置１０３に測位結果
３０９を送信し、リングバックトーン再生装置１０３が音声読み上げ装置１０５に位置測
定結果３１０を送信するシーケンスを例示したが、リングバックトーン再生装置１０３を
経由することなく、位置測定装置１０４が音声読み上げ装置１０５に位置測定結果３０９
を送信してもよい。
【００３５】
　また、図２では、ＧＰＳシステムを用いて測位する例を示したが、ＧＰＳ、無線ＬＡＮ
、携帯電話基地局等の情報のうち一つ又は複数の情報を用いてもよい。例えば、ＧＰＳシ
ステムによる測位には時間がかかることから、最初は携帯電話システムのＣｅｌｌ　ＩＤ
を用いて着信側携帯電話機１０６の概略の位置を特定し、その後、ＧＰＳシステムを用い
て着信側携帯電話機１０６の詳細な位置を特定する。Ｃｅｌｌ　ＩＤを用いた測位後、Ｇ
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ＰＳシステムを用いた測位完了前は、着信側携帯電話機１０６の概略の位置がリングバッ
クトーンとして送信される。また、ＧＰＳシステムを用いた測位が完了した後は、着信側
携帯電話機１０６の詳細な位置がリングバックトーンとして送信される。
【００３６】
　また、着信側携帯電話機１０６は、その位置が変化する無線電話機であれば、ＰＨＳ移
動機、コードレス電話機、無線ＩＰ電話機でもよい。また、発信側電話機は、携帯電話機
でなくても、リングバックトーンが再生できる固定電話機でもよい。
【００３７】
　以上説明したように、第１の実施の形態の携帯電話システムによると、着信側携帯電話
機１０６の位置をリングバックトーンを用いて音声にて発信側携帯電話機１０１に伝える
ことができる。すなわち、電話をかけて来た相手に、自動的に自分の居場所を教えること
ができる。
【００３８】
　また、既存の第三者測位システムのように特別な操作を必要とせず、電話をかけるだけ
で、着信側携帯電話機の位置を特定することができる。さらに、位置と再生する音声（又
は、音楽）との対応表を予め作成せずに、自分の居場所を発信者に教えることができる。
【００３９】
　＜実施形態２＞
　図３は、本発明の第２の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である
。
【００４０】
　第２の実施の形態の携帯電話システムは、交換機（ＭＳＣ）１０２、リングバックトー
ン再生装置１０３、位置測定装置１０４、音声読み上げ装置１０５、履歴データベース４
０１、及び、加入者データベース４０２を備える。なお、加入者データベース４０２に代
えて（又は、加入者データベース４０２と共に）、ホームロケーションレジスタ４０３を
備えてもよい。また、前述した第１の実施の形態と同じ構成には同じ符号を付し、その構
成及び機能の詳細の説明は省略する。
【００４１】
　履歴データベース４０１は、位置測定装置１０４が取得した携帯電話機の位置を登録す
る。履歴データベース４０１の構成は、図４を用いて説明する。ホームロケーションレジ
スタ４０３は、携帯電話機１０１、１０６が位置登録をしている基地局（当該基地局が属
する位置登録エリア、一斉呼出しエリア）が登録されるデータベースである。
【００４２】
　図４は、履歴データベース４０１内の位置履歴テーブルの構成例の説明図である。
【００４３】
　位置履歴テーブルは、電話番号７１Ａ、日時７１Ｂ及び位置情報７１Ｃを含む。
【００４４】
　電話番号７１Ａは、携帯電話機の電話番号を格納する。日時７１Ｂは、携帯電話機が位
置を測定した時刻を格納する。位置情報７１Ｃは、位置測定の結果（例えば、緯度、経度
、高さ）を格納する。なお、履歴データベース４０１は、日時が最も新しい位置測定の結
果のみを格納してもよい。
【００４５】
　図５は、第２の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機１０６の
位置を知らせる処理のシーケンス図である。
【００４６】
　第２の実施の形態では、着信側携帯電話機１０６が圏外又は電源が切れている場合に着
信側携帯電話機１０６の過去の位置情報（最後に取得した位置情報）を発信側携帯電話機
１０１に伝える。
【００４７】
　発信３０１から位置測定要求３０５までの一連の処理は、前述した第１の実施の形態の
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シーケンス（図２）と同じである。
【００４８】
　着信側携帯電話機１０６が圏外又は電源が切れている場合、着信側携帯電話機１０６は
、位置測定要求３０５に対して応答３０６をしない。位置測定装置１０４は、位置測定要
求３０５を送信してから応答３０６を受信するまでの時間を測定する。このため、位置測
定装置１０４は、所定時間を超えても応答３０６を受信しない場合、タイムアウトと判定
し（５０４）、着信側携帯電話機１０６に測位終了通知３０８を送信する。その後、位置
測定装置１０４は履歴ＤＢ４０１に過去の位置取得を要求する（５０１）。この位置取得
要求５０１には、着信側携帯電話機１０６の電話番号が含まれる。
【００４９】
　履歴ＤＢ４０１は要求された電話番号をキーとしてデータベースを検索し、検索結果の
中から日時７１Ｂが最も新しい位置情報７１Ｃを該当携帯電話機の過去の位置であると判
定し、位置測定装置１０４に応答する（５０２）。履歴ＤＢ４０１は、検索された該当携
帯電話機の過去の位置を、日時７１Ｂによってフィルタリングしてもよい。例えば、検索
された過去の位置が所定の範囲外（例えば、２時間以上前）に取得された場合、この位置
を無効とし、該当携帯電話機の位置は不明であると判定することができる。
【００５０】
　なお、着信側携帯電話機１０６が位置測定要求３０５に対して応答３０６をした場合の
処理は、前述した第１の実施の形態のシーケンス（図２）と同じである。
【００５１】
　また、履歴ＤＢ４０１に代えて、ホームロケーションレジスタ４０３を用いてもよい。
ホームロケーションレジスタ４０３には、基地局に位置登録をしていない携帯電話機につ
いて、最後に位置登録をされた基地局の情報が格納されているので、この基地局の情報か
ら該当携帯電話機の位置を判定することができる。
【００５２】
　その後、測位結果の代わりに過去の位置を用いて、発信側携帯電話機１０１にリングバ
ックトーン５０３を送信する（３０９～３１６）。この処理は、前述した第１の実施の形
態のシーケンス（図２）と同じである。
【００５３】
　なお、位置測定装置１０４は、着信側携帯電話機１０６から送信された測位結果３０６
が正常であるか、異常（不正）であるかを判定してもよい（５０５）。この結果、測位結
果が不正であると判定された場合（例えば、測位結果が所定の範囲（サービスエリア）外
である、測位結果が地球上に存在しない場合等）も、位置測定装置１０４は、着信側携帯
電話機１０６に測位終了通知３０８を送信し、履歴ＤＢ４０１から過去の位置を取得する
（５０１、５０２）。
【００５４】
　次に、第２の実施の形態の変形例について説明する。
【００５５】
　図６は、第２の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機１０６の
位置を知らせる処理の変形例のシーケンス図である。
【００５６】
　図６に示す変形例では、ＭＳＣ１０２は、着信側携帯電話機１０６の状態が圏外である
か、電源未投入の状態であるかを判定し（６０１）、判定された着信側携帯電話機１０６
の状態を再生要求メッセージに含めてリングバックトーン再生装置１０３に送信する。
【００５７】
　すなわち、着信側携帯電話機１０６の電源が投入されており、かつ、圏内であると判定
された場合、着信側携帯電話機１０６と通信が可能なので、通常の再生要求メッセージ３
０２をリングバックトーン再生装置１０３に送信する。その後の処理は、前述した第１の
実施の形態のシーケンス（図２の３０４～３１６）と同じである。
【００５８】
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　一方、着信側携帯電話機１０６が圏外である、又は、電源が投入されていないと判定さ
れた場合、圏外である旨の判定結果を含む再生要求メッセージをリングバックトーン再生
装置１０３に送信する（６０２）。再生要求メッセージ６０２にＩＳＵＰのＩＡＭメッセ
ージ等を用いた場合、例えば、電源未投入の状態であるか否かの情報についてはＩＡＭの
オプションパラメータを利用することができる。
【００５９】
　リングバックトーン再生装置１０３は、再生要求メッセージ６０２によって、着信側携
帯電話機１０６の状態を判定し、着信側携帯電話機１０６の状態が圏外又は電源未投入の
状態である場合、位置測定装置１０４に対して、過去の位置の測定を要求する（６０３）
。
【００６０】
　位置測定装置１０４は、過去の位置測定要求（６０３）を受信すると、履歴ＤＢ４０１
に過去の位置の取得を要求し（５０１）、着信側携帯電話機１０６の過去の位置を取得す
る（５０２）。
【００６１】
　その後、測位結果の代わりに過去の位置を用いて、発信側携帯電話機１０１にリングバ
ックトーン５０３を送信する（３０９～３１６）。この処理は、前述した第１の実施の形
態のシーケンス（図２）と同じである。
【００６２】
　以上説明したように、第２の実施の形態の携帯電話システムによると、第１の実施の形
態の効果に加え、着信側携帯電話機１０６が圏外である又は電源が切れている場合でも、
着信側携帯電話機１０６の過去の位置情報を発信側携帯電話機１０１に伝えることができ
る。
【００６３】
　＜実施形態３＞
　図７は、第３の実施の形態の携帯電話システムの構成を示すブロック図である。
【００６４】
　第２の実施の形態の携帯電話システムは、交換機（ＭＳＣ）１０２、リングバックトー
ン再生装置１０３、位置測定装置１０４、音声読み上げ装置１０５、及び、加入者データ
ベース４０２を備える。なお、前述した第１の実施の形態と同じ構成には同じ符号を付し
、その構成及び機能の詳細の説明は省略する。
【００６５】
　加入者データベース４０２は、加入者毎のリングバックトーンの設定を格納する。
【００６６】
　図８は、加入者データベース４０２内の位置情報通知可否フラグテーブルの構成例の説
明図である。
【００６７】
　位置情報通知可否フラグテーブルは、発信側電話番号９１Ａ、着信側電話番号９１Ｂ及
び位置情報通知可否フラグ９１Ｃを含む。
【００６８】
　発信側電話番号９１Ａは、発信側携帯電話機１０１の電話番号を格納する。着信側電話
番号９１Ｂは、着信側携帯電話機１０６の電話番号を格納する。位置情報通知可否フラグ
９１Ｃは、着信側電話番号９１Ｂが発信側電話番号９１Ａに対して自分の位置を通知する
か否かを表すフラグである。
【００６９】
　すなわち、加入者データベース４０２は、発信側携帯電話機１０１と着信側携帯電話機
１０６との組み合わせにおいて、着信側携帯電話機１０６の位置を発信側携帯電話機１０
１に通知するか否かの情報を格納する。
【００７０】
　図９は、第３の実施の形態の加入者ＤＢ４０２への登録処理のシーケンス図であり、図
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１０は、第３の実施の形態の、リングバックトーンによって着信側携帯電話機１０６の位
置を知らせる処理のシーケンス図である。
【００７１】
　第３の実施の形態では、着信側携帯電話機１０６の所有者が、発信側携帯電話機１０１
によって、自分の位置を知らせるか又は知らせないかを設定することができる。このため
、着信側携帯電話機１０６の所有者は、着信を受ける前に、どの発信者へ位置を通知し、
どの発信者へ位置情報を通知しないかを、加入者ＤＢ４０２に登録する。
【００７２】
　まず、図９を用いて、加入者ＤＢ４０２への登録処理について説明する。
【００７３】
　着信側携帯電話機１０６は、リングバックトーン再生装置１０３に位置情報通知可否設
定を要求する（８０１）。
【００７４】
　リングバックトーン再生装置１０３は、位置情報通知可否設定要求８０１を受信すると
、受信した位置情報通知可否設定要求８０１をデータベースを操作するためのフォーマッ
ト（例えば、ＳＱＬ）へ変換し、変換された情報を含む位置情報通知可否フラグ設定要求
を加入者ＤＢ４０２に送信する（８０２）。
【００７５】
　加入者ＤＢ４０２は、受信した位置情報通知可否フラグ設定要求８０２に従って、加入
者ＤＢ４０２へデータを登録する。その後、加入者ＤＢ４０２は、位置情報通知可否フラ
グ設定要求８０２に対する応答として位置情報通知可否フラグ設定応答をリングバックト
ーン再生装置１０３に送信する（８０３）。
【００７６】
　リングバックトーン再生装置１０３は、位置情報通知可否フラグ設定応答８０３を受信
すると、着信側携帯電話機１０６に位置情報可否設定応答を送信する（８０４）。
【００７７】
　具体的には、リングバックトーン再生装置１０３は、ｈｔｔｐプロトコルによる位置情
報通知可否設定要求８０１を受け付けることができるように、Ｗｅｂサーバを備えるとよ
い。この場合、位置情報通知可否設定要求８０１には、ｈｔｔｐプロトコルを用いること
ができる。これにより、着信側携帯電話機１０６の所有者は、リングバックトーン再生装
置１０３から提供されるＷｅｂ画面を用いて、どの発信者へ位置情報を通知するか、通知
しないかを登録することができる。
【００７８】
　次に、図１０を用いて、着信側携帯電話機１０６の位置を発信側携帯電話機１０１に知
らせる処理について説明する。
【００７９】
　まず、発信者が、発信側携帯電話機１０１を用いて着信側携帯電話機１０６へ電話をか
ける。すると、発信側携帯電話機１０１は、ＭＳＣ１０２へ発信する（３０１）。発信３
０１には、例えば、ＩＳＤＮで使用されるＮｏ．７共通線信号方式のユーザ部であるＩＳ
ＵＰのＩＡＭメッセージ等を用いることができる。
【００８０】
　その後、ＭＳＣ１０２は、着信側携帯電話機１０６に着信を通知し（３０３）、リング
バックトーン再生装置１０３に再生要求を転送する（３０２）。再生要求３０２には、例
えば、ＩＳＵＰのＩＡＭメッセージ等を用いることができる。
【００８１】
　リングバックトーン再生装置１０３は、再生要求３０２を受信すると、再生要求３０２
に含まれている着信側携帯電話機１０６の電話番号及び発信側携帯電話機１０１の電話番
号に基づいて、位置通知判定要求を生成し、生成した位置通知判定を加入者ＤＢ４０２に
要求する（８０５）。
【００８２】
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　加入者ＤＢ４０２は、位置通知判定要求８０５を受信すると、着信側携帯電話機１０６
の電話番号及び発信側携帯電話機１０１の電話番号をキーとしてデータベースを検索し、
検索の結果（位置情報通知可否フラグ９１Ｃ）を含む位置通知可否結果を、リングバック
トーン再生装置１０３に応答する（８０６）。
【００８３】
　リングバックトーン再生装置１０３は、位置通知可否結果８０６を受信すると、受信し
た位置通知可否結果８０６に基づいて、発信側携帯電話機１０１に着信側携帯電話機１０
６の位置を通知可能か否かを判定する（８０８）。
【００８４】
　その結果、発信側携帯電話機１０１に位置を通知しないと判定された場合、リングバッ
クトーン再生装置１０３は、ＭＳＣ１０２に応答し（３１３）、位置情報の音声ではなく
通常のリングバックトーンを再生する（８０７）。以後の処理（３１５～３１６）は、前
述した第１の実施の形態のシーケンス（図２）と同じである。
【００８５】
　一方、発信側携帯電話機１０１に位置を通知すると判定された場合、位置測定要求を位
置測定装置１０４に送信し（３０４）、リングバックトーンとして着信者の位置を再生す
る（３１４）。これらの処理（３０４～３１４）は、前述した第１の実施の形態のシーケ
ンス（図２）と同じである。
【００８６】
　以上説明した第３の実施の形態は、第１の実施の形態の携帯電話システムのみならず、
第２の実施の形態の携帯電話システムに適用することもできる。
【００８７】
　以上説明したように、第３の実施の形態の携帯電話システムによると、第１の実施の形
態の効果に加え、着信側携帯電話機１０６が、自分の位置を伝えたくない発信側携帯電話
１０１へ位置を伝えないように制御することができる。
【符号の説明】
【００８８】
１０１　発信側携帯電話機
１０２　交換機（ＭＳＣ）
１０３　リングバックトーン再生装置
１０４　位置測定装置
１０５　音声読み上げ装置
１０６　着信側携帯電話機
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