
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
波動を検出することにより、自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出手段
と、
前記領域移動検出手段における領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う
出力手段と、
前記出力手段の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識手段と、
前記回答認識手段による認識情報を外部機器に送信する情報送信手段とを備えることを特
徴とする情報処理端末。
【請求項２】
前記情報送信手段は、前記回答認識手段による認識情報と共に、前記領域移動検出手段の
検出結果を前記外部機器に送信することを特徴とする請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項３】
前記出力手段の出力は、音声出力であることを特徴とする請求項１または２に記載の情報
処理端末。
【請求項４】
前記回答認識手段の認識は、音声認識であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の情報処理端末。
【請求項５】
前記波動は、電磁波であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報
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処理端末。
【請求項６】
前記領域間を移動する移動手段を備えていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の情報処理端末。
【請求項７】
請求項１乃至６に記載の情報処理端末からの送信情報を受信する情報受信部と、
前記情報受信部による受信情報を処理する情報処理部と、
前記情報処理部による処理情報を前記端末に送信する情報送信部とを備えることを特徴と
するサーバ。
【請求項８】
コンピュータを、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理端末として機能させる
ことを特徴とする情報処理プログラム。
【請求項９】
コンピュータを、請求項７に記載のサーバとして機能させることを特徴とする情報処理プ
ログラム。
【請求項１０】
請求項８または９に記載の情報処理プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【請求項１１】
波動を検出することにより、自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出段階
と、
前記領域移動検出段階における検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う出力段階
と、
前記出力段階の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識段階と、
前記回答認識段階における認識情報を外部機器に送信する情報送信段階とを備えることを
特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種の情報処理を行うことにより、外部機器や利用者への情報提供等を行う情
報処理端末、サーバ、情報処理プログラムおよびこれを記録したコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、センサフィールドと呼ばれるセンサシステムが提案されている。図１２は、従来の
センサフィールドの構成を示す概念図である。同図に示されるように、前記センサフィー
ルドでは、情報タグ１２４（センサ）からの固定情報を受信する利用端末１２１が、ネッ
トワーク１２２を介して情報処理サーバ１２３と各種の情報を送受信する構成となってい
る。
【０００３】
すなわち、利用端末１２１は、利用者に対する情報提供機能と共に、情報タグからの情報
収集機能を有しており、情報タグ１２４から固定情報とよばれる空間関連情報を収集して
情報処理サーバ１２３に送信する一方、情報処理サーバ１２３から処理情報（利用端末１
２１の現在位置に応じた各種情報）を受信して利用者に提供するものである。利用端末１
２１としては、携帯電話機やロボット型端末など、各種の端末形態を採用することができ
る。
【０００４】
図１２において、情報タグ１２４から送信される固定情報（空間関連情報）とは、情報タ
グ１２４に記憶されている位置座標情報や位置座標に対応する名称情報などであって、管
理者によってあらかじめ付与された情報をいう。前記固定情報（空間関連情報）は、情報
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タグ１２４にあらかじめ記憶させることができるものであれば形式を問わない。なお、情
報タグ１２４は、利用端末１２１からの要求に応じて前記固定情報（空間関連情報）を送
信するものである。
【０００５】
このようなセンサフィールドでは、利用者が希望し、利用端末１２１に指示するタイミン
グのみにおいて、情報タグ１２４から前記固定情報（空間関連情報）が利用端末１２１に
提供され、さらに情報処理サーバ１２３に送信される。したがって、常時、情報タグ１２
４から前記固定情報（空間関連情報）を受信して、情報処理サーバ１２３に送信するシス
テムと比較すれば、システム全体の制御負担が小さいだけでなく、必要以上の情報提供に
よって利用者のプライバシーを侵すことがないという利点を有している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来のセンサフィールドには、次のような問題点が存在していた。
【０００７】
前記センサフィールドでは、あらかじめ、各情報タグに、その設置位置に応じた固定情報
（空間関連情報）を登録する必要がある。したがって、多数の情報タグを設置する場合、
例えば広域での情報提供サービスの実現を図る場合には、各情報タグを設置するだけでな
く、これらに対する固定情報（空間関連情報）の登録作業を行う必要があり、この登録作
業は極めて煩雑なものとなっていた。
【０００８】
一般に、固定情報（空間関連情報）の登録作業には、高度の専門知識を必要とするため、
駅や街角のような公共性が高く、専門家を派遣しやすい場所への情報タグの設置は比較的
容易である一方、一般家庭内のような私的な場所であって、専門家を派遣しにくいところ
への情報タグの設置が困難となっていた。
【０００９】
これらの理由によって、情報タグの多数設置などのインフラ整備が妨げられ、前記センサ
フィールドを用いたネットワークサービスの普及が遅れる原因となっていた。
【００１０】
また、各情報タグに一旦登録した固定情報（空間関連情報）の変更／再登録が必要になっ
た場合にも、前記と同様、変更／再登録の煩雑さや困難さが問題となっていた。一旦登録
した固定情報（空間関連情報）の変更／再登録が必要になる例としては、固定情報（空間
関連情報）として登録された駅名が、その後変更される場合などが挙げられる。
【００１１】
さらに、専門家によって各情報タグに登録される固定情報（空間関連情報）の内容は、利
用者にとって馴染みの薄いものであることも多く、そのような場合、利用者に親しみ易い
語調や日常的な名称を通じて、利用者にネットワークサービスを提供することはできなか
った。
【００１２】
本発明は前記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、専門知識を有しな
い利用者から、効率的かつ自然に空間関連情報を取得／活用する情報処理端末、サーバ、
情報処理プログラムおよびこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供す
ることにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、波動を検出する
ことにより、自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出手段と、前記領域移
動検出手段における領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う出力手段と
、前記出力手段の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識手段と、前記回答認識手
段による認識情報を外部機器に送信する情報送信手段とを備えることを特徴としている。
【００１４】
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上記の構成において、領域移動検出手段とは、受信波の波形，周波数，強度などを解析す
ることによって、自位置が特定の波動状態（無波動の状態を含む）を有する領域Ａから、
異なる波動状態を有する領域Ｂに移動したことを検出するものである。例えば、電磁波，
赤外線，超音波などの波動を検出する送受信機と検出波の識別／解析等を行う駆動回路と
の組み合わせなどが挙げられる。
【００１５】
ここで、「領域」とは、前記波動の検出によって識別される任意の空間領域をいう。例え
ば、壁によって周囲を仕切られ、それぞれ固有の波動が出力されている複数の部屋の一つ
一つを前記「領域」とみなすことができる。
【００１６】
上記出力手段は、利用者に、「ここはどこ？」と自位置を問いかける音声出力を行ったり
、「現在の位置を入力してください」と自位置を問いかけるディスプレイ出力を行ったり
するものである。例えば、各種のスピーカやディスプレイとその制御装置との組み合わせ
などが挙げられる。
【００１７】
上記回答認識手段としては、利用者の回答音声を認識する音声認識システムや、利用者か
らの入力操作を受け付けるキーボードなどが挙げられる。この回答認識手段により、前記
出力手段の出力に応じた情報が得られる。
【００１８】
また、上記情報送信手段としては、無線通信手段，有線通信手段のいずれを採用してもよ
い。無線通信手段としては、例えば、無線ＬＡＮ（ Local Area Network）規格やＢｌｕｅ
－Ｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の微弱電波、特定小電力無線等の近距離無線を利用するも
の、光無線を利用するもの、近距離赤外線通信等が考えられる。有線通信手段としては、
ＬＡＮを利用するものや専用の配線を利用するものなどが考えられる。
【００１９】
上記端末の形態は、上記手段を備えるものであれば特に限定されるものではなく、携帯電
話機，ＰＤＡ（ Personal Digital Assistants），パーソナルコンピュータ，ペットロボ
ット型端末など、各種の形態を採用することができる。
【００２０】
上記の構成によれば、前記領域移動検出手段により、ある領域Ａから異なる領域Ｂへの移
動が波動状態の変化を通じて検出され、この領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問
う出力が前記出力手段によってなされる。この出力に応じて、利用者が声や入力操作を通
じて回答すると、その回答内容が前記回答認識手段によって認識される。さらに、前記情
報送信手段によって、前記認識情報が外部機器に送信されることになる。
【００２１】
これにより、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、情報処理端末からの問いかけ
に自然に応じるだけで、現在位置に対応する空間関連情報（例えば、領域の呼称や通称な
ど）を外部機器に提供することができる。したがって、外部機器は、特別のシステム負担
を投じる必要はなく、情報処理端末からの送信情報を受信したり、データベースに記憶，
保管したりするだけで空間関連情報を取得することができる。この結果、空間関連情報の
変化にも、利用者に大きな負担をかけることなく、臨機応変に対応できることになる。
【００２２】
また、情報処理端末や外部機器は、問いかけに対する利用者の自然な回答を認識すること
により、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を得ることができる
。外部機器は、このような空間関連情報に基づいて、緊急時に利用者に理解しやすい領域
名称を用いた避難案内を行うなど、より効果的なネットワークサービスなどを提供するこ
とが可能になる。
【００２３】
本発明の請求項２に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、請求項１の構成
において、前記情報送信手段は、前記回答認識手段による認識情報と共に、前記領域移動
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検出手段の検出結果を前記外部機器に送信することを特徴としている。
【００２４】
上記の構成において、前記領域移動検出手段の検出結果とは、領域移動情報のほか、検出
波動の波形，周波数，強度などに関する情報であってもよい。
【００２５】
上記の構成によれば、情報を受信した外部機器は、情報処理端末の現在位置に関する情報
を包括的に取得することが可能になるため、個々の情報を関連づけた形で取得することが
できる。例えば、外部機器は、検出波動から解析した情報処理端末の現在座標位置（空間
情報）と、その周辺領域の通称である認識情報（空間関連情報）とを関連づけた形で取得
し、格納することなどが可能になる。
【００２６】
本発明の請求項３に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、請求項１または
２の構成において、前記出力手段の出力は、音声出力であることを特徴としている。
【００２７】
上記の構成によれば、情報処理端末から利用者に対して行われる、自位置についての問い
かけが極めて自然な形態でなされるため、利用者にとっても違和感がなく認識やすいもの
となる。この結果、例えば低年齢の子供などでも、本情報処理端末を利用することが可能
となる。
【００２８】
本発明の請求項４に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、請求項１乃至３
のいずれか１項の構成において、前記回答認識手段の認識は、音声認識であることを特徴
としている。
【００２９】
上記の構成によれば、情報処理端末は、発話という利用者にとって極めて自然な形態によ
る回答を認識できるので、利用者は、親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報
を簡便に提供することができる。この結果、例えば低年齢の子供などでも、本情報処理端
末を利用することが可能となる。
【００３０】
本発明の請求項５に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、請求項１乃至４
のいずれか１項の構成において、前記波動は、電磁波であることを特徴としている。
【００３１】
上記の構成によれば、電磁波送信機としての情報タグを各所に採用することにより、簡便
に、情報処理端末に領域間移動を検出させることができる。一般に、電磁波は赤外線など
よりも送信範囲が広いため、前記情報タグの設置をより少なく、効果的なものとすること
が可能になる。
【００３２】
本発明の請求項６に係る情報処理端末は、前記の課題を解決するために、請求項１乃至５
のいずれか１項の構成に加えて、前記領域間を移動する移動手段を備えていることを特徴
としている。
【００３３】
上記の構成によれば、情報処理端末が自ら領域間を移動することができるので、利用者の
指示に従い、または自発的に、各領域を移動しながら空間関連情報を収集することが可能
になる。例えば、各種モータなどの駆動系を移動手段として備えるペットロボット型端末
を、前記情報処理端末として採用することができる。
【００３４】
本発明の請求項７に係るサーバは、前記の課題を解決するために、請求項１乃至６に記載
の情報処理端末からの送信情報を受信する情報受信部と、前記情報受信部による受信情報
を処理する情報処理部と、前記情報処理部による処理情報を前記情報処理端末に送信する
情報送信部とを備えることを特徴としている。
【００３５】
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上記の構成によれば、上記情報処理端末から送信される空間関連情報その他の情報を上記
情報受信部で受信した後、上記情報処理部の機能によって、これら情報を蓄積したり、適
宜加工したりする。その後、上記情報送信部で前記情報処理部による処理情報を前記情報
処理端末に送信することによって、情報処理端末の利用者に各種情報やネットワークサー
ビスを提供することが可能になる。
【００３６】
なお、情報処理プログラムを実行させることにより、コンピュータを、請求項１乃至６の
いずれか１項に記載の情報処理端末として、または、請求項７に記載のサーバとして機能
させることができる。
【００３７】
さらに、前記情報処理プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録しておけ
ば、前記情報処理プログラムをコンピュータに読み取り実行させることにより、コンピュ
ータを、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理端末として、または、請求項７
に記載のサーバとして機能させることが可能になる。
【００３８】
本発明の請求項１１に係る情報処理方法は、前記の課題を解決するために、波動を検出す
ることにより、自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出段階と、前記領域
移動検出段階における検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う出力段階と、前記
出力段階の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識段階と、前記回答認識段階にお
ける認識情報を外部機器に送信する情報送信段階とを備えることを特徴としている。
【００３９】
上記の構成において、領域移動検出段階とは、受信波の波形，周波数，強度などを解析す
ることによって、自位置が特定の波動状態（無波動の状態を含む）を有する領域Ａから、
異なる波動状態を有する領域Ｂに移動したことを検出するする段階である。例えば、電磁
波，赤外線，超音波などの波動を検出し、検出波の識別／解析等を行う処理が行われる。
【００４０】
ここで、「領域」とは、前記波動の検出によって識別される任意の空間領域をいう。例え
ば、壁によって周囲を仕切られ、それぞれ固有の波動が出力されている複数の部屋の一つ
一つを前記「領域」とみなすことができる。
【００４１】
上記出力段階は、利用者に、「ここはどこ？」と自位置を問いかける音声出力を行ったり
、「現在の位置を入力してください」と自位置を問いかけるディスプレイ出力を行ったり
する段階である。
【００４２】
上記回答認識段階では、利用者の回答音声を認識する音声認識や、利用者からの入力操作
受け付けなどが実行される。この回答認識段階において、前記出力段階の出力に応じた情
報が得られる。
【００４３】
また、上記情報送信段階では、無線通信，有線通信のいずれが実行されてもよい。無線通
信手段としては、例えば、無線ＬＡＮ（ Local Area Network）規格やＢｌｕｅ－Ｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）規格の微弱電波、特定小電力無線等の近距離無線を利用するもの、光無線
を利用するもの、近距離赤外線通信等が考えられる。有線通信手段としては、ＬＡＮを利
用するものや専用の配線を利用するものなどが考えられる。
【００４４】
上記の構成によれば、前記領域移動検出段階において、ある領域Ａから異なる領域Ｂへの
移動が波動状態の変化を通じて検出され、この領域移動検出に応じて、利用者に自位置を
問う出力が前記出力段階において実行される。この出力に応じて、利用者が声や入力操作
を通じて回答すると、その回答内容が前記回答認識段階によって認識される。さらに、前
記情報送信段階において、前記認識情報が外部機器に送信されることになる。
【００４５】
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これにより、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、情報処理端末からの問いかけ
に自然に応じるだけで、現在位置に対応する空間関連情報（例えば、領域の呼称や通称な
ど）を外部機器に提供することができる。したがって、外部機器は、特別のシステム負担
を投じる必要はなく、情報処理端末からの送信情報を受信したり、データベースに記憶，
保管したりするだけで空間関連情報を取得することができる。この結果、空間関連情報の
変化にも、利用者に大きな負担をかけることなく、臨機応変に対応できることになる。
【００４６】
また、情報処理端末や外部機器は、問いかけに対する利用者の自然な回答を認識すること
により、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を得ることができる
。外部機器は、このような空間関連情報に基づいて、緊急時に利用者に理解しやすい領域
名称を用いた避難案内を行うなど、より効果的なネットワークサービスなどを提供するこ
とが可能になる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
（１．システムの概略構成）
本発明の実施の一形態に係るネットワークサービスシステム（以下、「本ネットワークサ
ービスシステム」という）について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００４８】
図２は、本ネットワークサービスシステムの構成を示す概念図である。同図に示されるよ
うに、本ネットワークサービスシステムの構成は、端末１１（情報処理端末），ネットワ
ーク１２，情報処理サーバ１３（外部機器，サーバ），情報タグ１４から構成されている
。
【００４９】
上記各構成の詳細については後述するが、まず、本発明の情報処理端末に該当する端末１
１の動作について説明しておく。端末１１は、情報タグ１４から「空間情報」を受け取っ
た後、利用者に対して質問を行い、利用者からの回答を「空間関連情報」として認識し、
これらを関連付けた「空間認識情報」として、ネットワーク１２を介して情報処理サーバ
１３に送信する。上記質問は、利用者に自位置を問う内容であれば、その表現方法や言語
、データ形式などは限定されない。上記回答についても、利用者が行うものであれば、そ
の表現方法や言語、データ形式などは限定されない。
【００５０】
その後、端末１１は、情報処理サーバ１３が受信した「空間認識情報」に基づいて生成す
る各種の処理情報を、再びネットワーク１２を介して受領し、適宜の形態で利用者に提供
する。
【００５１】
端末１１の形態は、上記手段を備えるものであれば特に限定されるものではなく、携帯電
話機，ＰＤＡ，パーソナルコンピュータ，ペットロボット型端末など、各種の形態を採用
することができる。本実施形態では、端末１１は、各種モータなどの駆動系を移動手段と
して備えるペットロボット型端末であるものとする。この構成によれば、端末１１が自ら
領域間を移動することができるので、利用者の指示に従い、または自発的に、各領域を移
動しながら「空間関連情報」を収集することが可能になる。また、端末１１の形態として
、犬ロボットなどペットロボット型の端末を採用することによって、本ネットワークサー
ビスシステムに対する利用者の心理的抵抗感を緩和することができる。
【００５２】
上記「空間認識情報」とは、図３に示されるように、情報タグ１４から提供される「空間
情報」と、利用者から提供される「空間関連情報」とを関連付けて一体化したものである
。
【００５３】
ここで、「空間情報」とは、端末１１が位置する領域（空間）を一意的に特定するもので
あれば、その種類は問わない。例えば、複数の情報タグ１４・・・を識別するための番号
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／符号情報や、端末１１やその最寄りの情報タグ１４の位置座標を示す数値情報などが「
空間情報」の例に該当する。
【００５４】
また、「空間関連情報」とは、利用者から提供される、端末１１が位置する領域（空間）
に対応する一般的情報（例えば、領域の呼称や通称など）である。
【００５５】
なお、図２乃至３では、上記「空間情報」と上記「空間関連情報」とが一体のデータ（「
空間認識情報」）として情報処理サーバ１３に送信されているが、上記「空間情報」と上
記「空間関連情報」とは関連付けられてさえいれば、別々に情報処理サーバ１３に送信さ
れ、情報処理サーバ１３上で一体のデータとして取り扱われてもよい。また、上記「空間
認識情報」は、情報処理サーバ１３以外にも情報タグ１４に送信されてもよい。
【００５６】
（２．端末の構成）
次に、図４を用いて、端末１１の構成について詳細に説明する。
【００５７】
図４に示されるように、端末１１は、ネットワーク通信部４１（情報送信手段），入出力
部４２（出力手段，回答認識手段），空間情報感知部４３（領域移動検出手段），情報Ｄ
Ｂ（データベース）管理部４４，アプリケーションプログラム４５ａ（記録媒体），その
他のプログラム・データ４５ｂ（記録媒体），演算部４６（領域移動検出手段，回答認識
手段），メモリ部４７（記録媒体）から構成されている。
【００５８】
ネットワーク通信部４１は、ネットワーク１２（図２参照）を介して、情報処理サーバ１
３などの外部と情報通信を行うインタフェースであって、前記ネットワーク１２の種類に
応じて、無線通信，有線通信，いずれのインタフェースを採用してもよい。無線通信とし
ては、例えば、無線ＬＡＮ（ Local Area Network）規格やＢｌｕｅ－Ｔｏｏｔｈ（登録商
標）規格の微弱電波、特定小電力無線等の近距離無線を利用するもの、光無線を利用する
もの、近距離赤外線通信等が考えられる。有線通信としては、ＬＡＮを利用するものや専
用の配線を利用するものなどが考えられる。
【００５９】
入出力部４２は、演算部４６との強調動作のもとで、利用者に対して、音声や表示による
出力を行ったり、利用者からの回答（「空間関連情報」）を、キーボード，各種スイッチ
の入力や音声の認識などによって入力したりするための構成である。したがって、入出力
部４２は、入出力する情報の形態に応じて、スピーカ，ディスプレイ，プリンタ，マイク
，キーボード，テンキー，マウス，音声認識システム，バーコードリーダ，各種の制御装
置などの組み合わせによって実現される。
【００６０】
入出力部４２の出力例としては、利用者に対して、「ここはどこ？」と自位置を問いかけ
る音声出力を行う例や、「現在の位置を入力してください」と自位置を問いかけるディス
プレイ出力を行う例などが挙げられる。一方、入出力部４２における入力例としては、利
用者の回答音声を検出する例や、利用者からの入力操作を受け付ける例などが挙げられる
。
【００６１】
空間情報感知部４３は、端末１１の外部に設けられる情報タグ１４からの送信情報を取得
する構成である。情報タグ１４からの情報送信は、電磁波，赤外線，超音波などの任意の
波動通信形態を採用することができるが、本実施形態では、電磁波によって情報送信が行
われるものとする。電磁波は、赤外線などに比べて一般に送信範囲が広いため、特定領域
内に設置する情報タグ１４の数をより少なく、効果的なものとすることができる。
【００６２】
情報ＤＢ管理部４４は、情報処理サーバ１３，利用者，情報タグ１４などから得られた各
種情報や演算部４６による演算結果などの管理、およびアプリケーションプログラム４５

10

20

30

40

50

(8) JP 3900995 B2 2007.4.4



ａ，その他のプログラム・データ４５ｂなどの管理を制御する論理ブロックである。
【００６３】
アプリケーションプログラム４５ａ，その他のプログラム・データ４５ｂは、演算部４６
の制御のもとで、端末１１が実行すべき各種の情報処理プログラム群が格納／記憶されて
いる構成である。アプリケーションプログラム４５ａには、オペレーションシステム（Ｏ
Ｓ）も含まれている。また、その他のプログラム・データ４５ｂには、端末１１で利用者
が利用する各種プログラム（例えば、端末１１が電話機能を有する場合における通話プロ
グラムなど）やそれらに付随するデータが含まれる。
【００６４】
ここでは、アプリケーションプログラム４５ａ，その他のプログラム・データ４５ｂは、
ハードディスクや各種の半導体メモリに記憶されているものとするが、これらの内容は、
メモリ部４７に記憶されていてもよい。
【００６５】
演算部４６は、例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）によって構成されており、その演算機
能に基づいて、各種データ処理や各種制御回路への指示を行うものである。これにより、
演算部４６は、端末１１全体の制御を司っている。また、演算部４６は、アプリケーショ
ンプログラム４５ａ，その他のプログラム・データ４５ｂなどを実行することによって、
各種の機能ブロックとして機能する。
【００６６】
メモリ部４７は、演算部４６の演算結果や各種のプログラム／データを一時的にあるいは
継続的に記憶するための構成であって、ＲＡＭ／ＲＯＭなど、揮発性または不揮発性の半
導体メモリによって構成される。
【００６７】
続いて、端末１１の機能を理解するために、図５を用いて、端末１１において演算部４６
を中心とする構成が、どのような機能ブロックとして動作するかについて説明する。同図
に示されるように、端末１１の機能ブロックは、（１）「空間情報を取得する機能」，（
２）「空間関連情報を取得する機能」，（３）「空間認識情報を取得する機能」に大別さ
れる。
【００６８】
（１）「空間情報を取得する機能」
最初の機能ブロックにおいて、端末１１は、まず、情報タグ１４からの空間情報を感知す
る。例えば、端末１１が情報タグ１４に接近することによって、情報タグ１４から位置座
標情報や識別符号情報が端末１１に送信される。
【００６９】
例えば、所定の空間に、通常、複数の情報タグ１４・・・が設けられ、端末１１は、それ
ぞれの情報タグ１４・・・から送信される固有の波動情報（波動）を取得する。この場合
、各情報タグ１４・・・によってそれぞれの空間（領域）は特徴づけられることになる。
例えば、壁によって周囲を仕切られ、それぞれ固有の波動が出力されている複数の部屋の
一つ一つを「領域」とみなすことができる。
【００７０】
このような「領域」は、各情報タグ１４・・・の設置形態に応じて、自由に識別できるも
のであり、家屋内部の各部屋（例えば、台所や居間），個人ごとの生活領域を区分けでき
る庭などの他、駅のホームや電車内における所定範囲など公共性の高い空間を対象として
もよい。
【００７１】
続いて、端末１１は、検知した空間情報に基づいて、自機の空間移動を認識する。すなわ
ち、端末１１は、波動を検出することにより、各情報タグ１４・・・との位置関係の変化
を検知することが可能になり、自位置の領域間移動を検出することができる。
【００７２】
例えば、端末１１は、受信波の波形，周波数，強度などを解析することによって、自位置
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が特定の波動状態（無波動の状態を含む）を有する領域Ａから、異なる波動状態を有する
領域Ｂに移動したことを検出することができる。例えば、端末１１（演算部４６）は、情
報タグＡからの受信波動強度が所定レベル以上に弱まり（消滅し）、情報タグＢからの受
信波動強度が所定レベル以上に強まった場合には、自位置が、情報タグＡで特徴付けられ
た領域から、情報タグＢで特徴付けられた領域に移動したことを検出する。
【００７３】
さらに、複数の情報タグ１４・・からの波動を受信できる空間を特定の「領域」として認
識してもよい。例えば、情報タグＡと情報タグＢとの両者から波動を検出可能な領域を領
域Ｃとして検出することもできる。
【００７４】
その他、情報タグ１４・・・として、例えば、赤外線を発するラインセンサを採用する場
合には、家屋の各部屋（領域）の出入り口に情報タグＡ，情報タグＢ，情報タグＣ・・・
を設けておき、端末１１は、情報タグＡ，情報タグＢ，情報タグＣ・・・からの赤外線波
動を検出することによって、自位置が領域間を移動したことを検出することが可能になる
。
【００７５】
本機能ブロックの最後で、端末１１は、情報タグ１４・・・から取得した空間情報を一時
的に記憶しておく。ここでは、端末１１は、空間情報として、自位置が領域Ａから領域Ｂ
に移動したことを検出したものとする。
【００７６】
（２）「空間関連情報を取得する機能」
次の機能ブロックにおいて、端末１１は、自位置の空間移動（領域間移動）を検出すると
、利用者に対して、自位置を問う質問を出力する。例えば、利用者に、「ここはどこ？」
と自位置を問いかける音声出力を行ったり、「現在の位置を入力してください」と自位置
を問いかけるディスプレイ出力を行ったりする。
【００７７】
これに対して、利用者は応答し、端末１１はこの応答内容を、質問に対応した空間関連情
報として認識する。この場合、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、情報処理端
末からの問いかけに自然に応じるので、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空
間関連情報を提供することになる。
【００７８】
ここでは、利用者の回答音声を認識した結果、「ここは居間です」という情報を空間関連
情報として認識したものとする。なお、認識した空間関連情報のうち、一部のみ（例えば
「居間」の語）が重要である場合には、適宜のアルゴリズムを用いて重要部分のみを抽出
し、これを新たな空間関連情報としてもよい。
【００７９】
本機能ブロックの最後で、端末１１は、上記空間関連情報を一時的に記憶しておく。
【００８０】
（３）「空間認識情報を取得する機能」
最後の機能ブロックにおいて、端末１１は、既に取得した、前記空間情報（ここでは、端
末１１が領域Ａから領域Ｂに移動したこと）と前記空間関連情報（ここでは、「ここは居
間です」という音声認識情報）とを関連付けて一体化した空間認識情報を生成する。空間
認識情報の形式は、前記空間情報と前記空間関連情報との対応づけが明確であれば、特に
限定されない。
【００８１】
本機能ブロックの最後で、端末１１は、生成した空間認識情報を外部の情報処理サーバ１
３に送信する。
【００８２】
（３．情報処理サーバの構成）
次に、図６を用いて、情報処理サーバ１３の構成について詳細に説明する。
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【００８３】
図６に示されるように、情報処理サーバ１３は、ネットワーク通信部６１（情報受信部，
情報送信部），情報ＤＢ（データベース）管理部６２（情報処理部），アプリケーション
プログラム６３ａ（記録媒体），空間認識情報ＤＢ（データベース）６３ｂ（記録媒体）
，その他のプログラム・データ６３ｃ（記録媒体），演算部６４（情報処理部），メモリ
部６５（記録媒体）から構成されている。
【００８４】
ネットワーク通信部６１は、ネットワーク１２（図２参照）を介して、端末１１などの外
部と情報通信を行うインタフェースであって、ネットワーク１２の種類に応じて、無線通
信，有線通信，いずれのインタフェースを採用してもよい。無線通信としては、例えば、
無線ＬＡＮ（ Local Area Network）規格やＢｌｕｅ－Ｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の微弱
電波、特定小電力無線等の近距離無線を利用するもの、光無線を利用するもの、近距離赤
外線通信等が考えられる。有線通信としては、ＬＡＮを利用するものや専用の配線を利用
するものなどが考えられる。
【００８５】
情報ＤＢ（データベース）管理部６２は、端末１１などから得られた各種情報や演算部６
４による演算結果などの管理、および、アプリケーションプログラム６３ａ，空間認識情
報ＤＢ（データベース）６３ｂ，その他のプログラム・データ６３ｃなどの管理を制御す
る論理ブロックである。
【００８６】
アプリケーションプログラム６３ａ，空間認識情報ＤＢ（データベース）６３ｂ，その他
のプログラム・データ６３ｃは、演算部６４の制御のもとで、情報処理サーバ１３が実行
すべき各種の情報処理プログラム群が格納／記憶されている構成である。
【００８７】
アプリケーションプログラム４５ａには、利用者に、端末１１から送信された前記空間認
識情報に基づく処理情報を提供するためのプログラムやオペレーションシステム（ＯＳ）
が含まれている。空間認識情報ＤＢ６３ｂは、前記空間認識情報を蓄積するデータベース
である。その他のプログラム・データ６３ｃには、情報処理サーバ１３の操作者などが利
用するワードプロセッサ用プログラムや表計算プログラムなどのアプリケーションソフト
ウェア，それらに付随するデータが含まれている。
【００８８】
ここでは、アプリケーションプログラム６３ａ，空間認識情報ＤＢ６３ｂ，その他のプロ
グラム・データ６３ｃは、ハードディスクや各種の半導体メモリに記憶されているものと
するが、これらの内容は、メモリ部６５に記憶されていてもよい。
【００８９】
演算部６４は、例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）によって構成されており、その演算機
能に基づいて、各種データ処理や各種制御回路への指示を行うものである。これにより、
演算部６４は、情報処理サーバ１３全体の制御を司っている。また、演算部６４は、アプ
リケーションプログラム６３ａ，その他のプログラム・データ６３ｃなどを実行すること
によって、各種の機能ブロックとして機能する。
【００９０】
メモリ部６５は、演算部６４の演算結果や各種のプログラム／データを一時的にあるいは
継続的に記憶するための構成であって、ＲＡＭ／ＲＯＭなど、揮発性または不揮発性の半
導体メモリによって構成される。
【００９１】
続いて、情報処理サーバ１３の機能を理解するために、図７を用いて、情報処理サーバ１
３において演算部６４を中心とする構成が、どのような機能ブロックとして動作するかに
ついて説明する。同図に示されるように、情報処理サーバ１３は、（１）「空間認識情報
を蓄積する機能」，（２）「情報処理を提供する機能」に大別される。
【００９２】
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（１）「空間情報を取得する機能」
最初の機能ブロックにおいて、情報処理サーバ１３は、まず、端末１１から送信された前
記空間認識情報を受け取り、空間認識情報ＤＢ６３ｂに蓄積する。この蓄積を繰り返すこ
とにより、空間認識情報ＤＢ６３ｂには、数多くの領域に対応する前記空間認識情報が蓄
積されることになる。
【００９３】
（２）「情報処理を提供する機能」
次の機能ブロックにおいて、情報処理サーバ１３は、端末１１を通じて、利用者からの要
求や指示を受け取り、その内容を解釈する。続いて、利用者の要求に応えるための情報を
、空間認識情報ＤＢ６３ｂの蓄積情報の中から取得する。そして、上記要求にあわせて取
得情報を処理し、その処理情報を端末１１に送信することによって利用者に提供する。な
お、利用者と情報処理サーバ１３との間で、上記要求や上記処理情報をやり取りするため
の構成は端末１１に限られるものではなく、任意の端末やコンピュータなどを用いること
もできる。
【００９４】
（４．端末および情報処理サーバの動作フロー例）
続いて、図８乃至１１を用いて、端末１１および情報処理サーバ１３の動作フロー例を時
系列に沿って説明しておく。
【００９５】
図８乃至９は、端末１１に関する動作フロー例を示すフローチャートであって、図８は端
末１１が前記空間情報を取得する際の動作フロー例、図９は端末１１が前記空間関連情報
を取得し、情報処理サーバ１３に送信する際の動作フロー例を示している。
【００９６】
図８に示すように、端末１１は、まず、情報タグ１４（図２参照）から空間情報を受信し
たか否かを判定する（Ｓ８１）。この判定の結果、空間情報を受信していれば（Ｙｅｓ）
、次のステップ（Ｓ８２）に進む一方、空間情報を受信していなければ（Ｎｏ）、その他
の処理を行いながらＳ８１のステップを繰り返す。
【００９７】
次のステップでは、端末１１は、受信した空間情報が情報処理サーバ１３にないことを確
認判定する。この判定を行うためには、端末１１は、情報処理サーバ１３とリアルタイム
，または事前に通信しておき、その空間情報の登録状態を把握しておく必要がある。上記
確認判定の結果、受信した空間情報がまだ情報処理サーバ１３になければ（Ｙｅｓ）、次
のステップ（Ｓ８３）に進む一方、受信した空間情報が既に情報処理サーバ１３に登録さ
れていれば（Ｎｏ）、その他の処理を行いながらＳ８１のステップに戻る。本ステップの
存在により、既に情報処理サーバ１３に登録済みの空間情報については、重複したデータ
取得作業や利用者に対する問いかけを省略することができる。
【００９８】
次のステップでは、端末１１は、受信した空間情報を一時的に記憶する（Ｓ８３）。
【００９９】
続いて、図９の動作フローに移り、端末１１は、前記質問の要求があったか、すなわち、
波動の検出による自位置の領域間移動を検出したか否かを判定する（Ｓ９１）。上記判定
の結果、質問の要求、つまり領域間移動の検出があれば（Ｙｅｓ）、次のステップ（Ｓ９
２）に進む一方、質問の要求、つまり領域間移動の検出がなければ（Ｎｏ）、その他の処
理を行いながらＳ９１のステップを繰り返す。
【０１００】
次のステップでは、端末１１は、利用者に自位置を問う質問を出力し（Ｓ９２）、質問に
対応する回答を受信したか否かを判定する（Ｓ９３）。この判定の結果、質問に対応する
回答を受信すれば（Ｙｅｓ）、次のステップ（Ｓ９４）に進む一方、質問に対応する回答
を受信していなければ（Ｎｏ）、Ｓ９２のステップに戻って再び上記質問を出力する。
【０１０１】
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続いて、端末１１は、受信した回答を認識して、その内容を空間関連情報として一時的に
記憶する（Ｓ９４）。その後、端末１１は、前記空間情報と前記空間関連情報とに基づい
て空間認識情報を生成し（Ｓ９５）、生成した空間認識情報を情報処理サーバ１３に送信
する（Ｓ９６）
図１０乃至１１は、情報処理サーバ１３に関する動作フロー例を示すフローチャートであ
って、図１０は情報処理サーバ１３が前記空間認識情報を取得する際の動作フロー例を示
し、図１１は情報処理サーバ１３が利用者の要求に応じて処理情報を提供する際の動作フ
ロー例を示している。
【０１０２】
図１０に示すように、情報処理サーバ１３は、まず、端末１１から前記空間認識情報が送
信されてきたか否かを判定する（Ｓ１０１）。この判定の結果、前記空間認識情報が送信
されていれば（Ｙｅｓ）、次のステップ（Ｓ８２）に進む一方、前記空間認識情報が送信
されていなければ（Ｎｏ）、その他の処理を行いながらＳ１０１のステップを繰り返す。
【０１０３】
次のステップでは、情報処理サーバ１３は、送信された空間認識情報の内容を受信し（Ｓ
１０２）、空間認識情報ＤＢ６３ｂ（図６参照）に保存する（Ｓ１０３）。
【０１０４】
続いて、図１１の動作フローでは、情報処理サーバ１３は、端末１１から処理要求が送信
されてきたか否かを判定する（Ｓ１１１）。この判定の結果、端末１１から処理要求が送
信されてきていれば（Ｙｅｓ）、次のステップ（Ｓ１１２）に進む一方、端末１１から処
理要求が送信されていなければ（Ｎｏ）、その他の処理を行いながらＳ１１１のステップ
を繰り返す。
【０１０５】
続いて、情報処理サーバ１３は、処理要求を受信して（Ｓ１１２）、その内容を解釈する
（Ｓ１１３）。そして、情報処理サーバ１３は、上記処理要求に応えるための情報を空間
認識情報ＤＢ６３ｂ（図６参照）から取得し（Ｓ１１４）、その取得情報を上記処理要求
に応じて処理する（Ｓ１１５）。
【０１０６】
最後に、情報処理サーバ１３は、Ｓ１１５で得られた処理情報を端末１１およびその利用
者に送信する。
【０１０７】
（５．システムの具体的利用例）
以上、本発明の一実施形態として、ネットワークサービスシステムについて説明したが、
最後に、図１を用いて、上記ネットワークサービスシステムの具体的利用例を示しておく
。
【０１０８】
図１において、犬ロボット型の端末１１は、各種モータ等からなる移動手段を備えており
、家屋内の各部屋（領域）を自律的に移動する構成となっている。上記端末１１は、情報
タグ１４ａ，情報タグ１４ｂからの波動を検出することにより、上記各部屋間の移動、お
よび家屋内における現在位置を検出する。
【０１０９】
例えば、端末１１が情報タグ１４ａからの波動を横切ると、端末１１は、自位置の領域間
移動を検出し、近くの利用者に対して、「ココはどこ？」と自位置を問う音声出力を行う
。これに対して、利用者が「ココは居間」と応えるとこれを空間関連情報として認識し、
情報タグ１４ａから得た前記空間情報と関連づけた前記空間認識情報として情報処理サー
バ１３に送信する。
【０１１０】
すなわち、端末１１は、回答認識手段による認識情報（空間関連情報）と共に、領域移動
検出手段の検出結果（空間情報）を情報処理サーバ１３に送信するものである。これによ
り、情報を受信した情報処理サーバ１３は、端末１１の現在位置に関する情報を包括的に
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取得することが可能になる。この結果、情報処理サーバ１３は、個々の情報を関連づけた
形で取得することができる。なお、端末１１は、前記領域移動検出手段の検出結果には、
領域移動情報のほか、検出波動の波形，周波数，強度などに関する情報を含めてもよい。
【０１１１】
続いて、端末１１が情報タグ１４ｂからの波動を横切ると、端末１１は、さらに、自位置
の領域間移動を検出し、近くの利用者に対して、「ココはどこ？」と自位置を問う音声出
力を行う。これに対して、利用者が「ココは寝室」と応えるとこれを空間関連情報として
認識し、情報タグ１４ｂから得た前記空間情報と関連づけた前記空間認識情報として情報
処理サーバ１３に送信する。
【０１１２】
このように、音声を通じて、利用者に対する出力や利用者からの回答認識を行うことによ
り、極めて自然な形態で利用者との応答を行うことになり、利用者は、親しみ易い語調や
日常的な名称などで空間関連情報を簡便に提供することができる。この結果、例えば低年
齢の子供などでも、本情報処理端末を利用することが可能となる。
【０１１３】
以上のように、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、端末１１からの問いかけに
自然に応じるだけで、現在位置に対応する空間関連情報（例えば、領域の呼称や通称など
）を情報処理サーバ１３に提供することができる。したがって、情報処理サーバ１３は、
特別のシステム負担を投じる必要はなく、端末１１からの送信情報を受信したり、空間認
識情報ＤＢ６３ｂ（図６参照）に記憶，保管したりするだけで空間認識情報を蓄積するこ
とができる。
【０１１４】
また、端末１１や情報処理サーバ１３は、問いかけに対する利用者の自然な回答を認識す
ることにより、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を得ることが
できる。その後、情報処理サーバ１３は、このような空間関連情報に基づいて、緊急時に
利用者に理解しやすい領域名称を用いた避難案内を行うなど、より効果的なネットワーク
サービスなどを提供することが可能になる。
【０１１５】
（６．補足）
以上、本発明の一実施形態を、各機能ブロックを備える、情報処理端末（端末１１）およ
びサーバ（情報処理サーバ１３）として説明したが、本発明を情報処理方法として表現す
れば、波動を検出することにより、自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検
出段階と、前記領域移動検出段階における検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行
う出力段階と、前記出力段階の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識段階と、前
記回答認識段階における認識情報を外部機器に送信する情報送信段階とを備える情報処理
方法として表現できる。
【０１１６】
また、情報処理端末（端末１１）およびサーバ（情報処理サーバ１３）の各機能ブロック
を実現するための情報処理プログラムは、端末１１のアプリケーションプログラム４５ａ
，その他のプログラム・データ４５ｂ、情報処理サーバ１３のアプリケーションプログラ
ム６３ａ，空間認識情報ＤＢ（データベース）６３ｂ，その他のプログラム・データ６３
ｃの他、各種のコンピュータで読み取り可能なプログラムメディア（記録媒体）やそのド
ライブ装置を通じて、情報処理端末やサーバに提供することができる。
【０１１７】
上記プログラムメディアとは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁気テープ
やカセットテープ等のテープ系、フロッピーディスクやハードディスク等の磁気ディスク
やＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディスクのディスク系、ＩＣカード（メモリ
カードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持する媒
体であってもよい。
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【０１１８】
また、前記情報処理プログラムは、インターネットを含む通信ネットワークを通じて、情
報処理端末やサーバにダウンロードされるものであってもよい。通信ネットワークから前
記情報処理プログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用プログラムは予
め情報処理端末やサーバに格納されていてもよいし、別の記録媒体からインストールされ
てもよい。なお、記録媒体に格納されている内容としてはプログラムに限定されず、デー
タであってもよい。
【０１１９】
【発明の効果】
本発明の請求項１に係る情報処理端末は、以上のように、波動を検出することにより、自
位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出手段と、前記領域移動検出手段にお
ける領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う出力手段と、前記出力手段
の出力に応じた利用者の回答を認識する回答認識手段と、前記回答認識手段による認識情
報を外部機器に送信する情報送信手段とを備える構成である。
【０１２０】
それゆえ、前記領域移動検出手段により、ある領域Ａから異なる領域Ｂへの移動が波動状
態の変化を通じて検出され、この領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問う出力が前
記出力手段によってなされる。この出力に応じて、利用者が声や入力操作を通じて回答す
ると、その回答内容が前記回答認識手段によって認識される。さらに、前記情報送信手段
によって、前記認識情報が外部機器に送信されることになる。
【０１２１】
これにより、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、情報処理端末からの問いかけ
に自然に応じるだけで、現在位置に対応する空間関連情報（例えば、領域の呼称や通称な
ど）を外部機器に提供することができる。したがって、外部機器は、特別のシステム負担
を投じる必要はなく、情報処理端末からの送信情報を受信したり、データベースに記憶，
保管したりするだけで空間関連情報を取得することができる。この結果、空間関連情報の
変化にも、利用者に大きな負担をかけることなく、臨機応変に対応できることになるとい
う効果を奏する。
【０１２２】
また、情報処理端末や外部機器は、問いかけに対する利用者の自然な回答を認識すること
により、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を得ることができる
。外部機器は、このような空間関連情報に基づいて、緊急時に利用者に理解しやすい領域
名称を用いた避難案内を行うなど、より効果的なネットワークサービスなどを提供するこ
とが可能になるという効果を併せて奏する。
【０１２３】
本発明の請求項２に係る情報処理端末は、以上のように、請求項１の構成において、前記
情報送信手段は、前記回答認識手段による認識情報と共に、前記領域移動検出手段の検出
結果を前記外部機器に送信する構成である。
【０１２４】
それゆえ、情報を受信した外部機器は、情報処理端末の現在位置に関する情報を包括的に
取得することが可能になるため、個々の情報を関連づけた形で取得することができる。例
えば、外部機器は、検出波動から解析した情報処理端末の現在座標位置（空間情報）と、
その周辺領域の通称である認識情報（空間関連情報）とを関連づけた形で取得し、格納す
ることなどが可能になるという効果を奏する。
【０１２５】
本発明の請求項３に係る情報処理端末は、以上のように、請求項１または２の構成におい
て、前記出力手段の出力は、音声出力である構成である。
【０１２６】
それゆえ、情報処理端末から利用者に対して行われる、自位置についての問いかけが極め
て自然な形態でなされるため、利用者にとっても違和感がなく認識やすいものとなる。こ
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の結果、例えば低年齢の子供などでも、本情報処理端末を利用することが可能となるとい
う効果を奏する。
【０１２７】
本発明の請求項４に係る情報処理端末は、以上のように、請求項１乃至３のいずれか１項
の構成において、前記回答認識手段の認識は、音声認識である構成である。
【０１２８】
それゆえ、情報処理端末は、発話という利用者にとって極めて自然な形態による回答を認
識できるので、利用者は、親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を簡便に提
供することができる。この結果、例えば低年齢の子供などでも、本情報処理端末を利用す
ることが可能となるという効果を奏する。
【０１２９】
本発明の請求項５に係る情報処理端末は、以上のように、請求項１乃至４のいずれか１項
の構成において、前記波動として電磁波を用いている。
【０１３０】
それゆえ、電磁波送信機としての情報タグを各所に採用することにより、簡便に、情報処
理端末に領域間移動を検出させることができる。一般に、電磁波は赤外線などよりも送信
範囲が広いため、前記情報タグの設置をより少なく、効果的なものとすることが可能にな
るという効果を奏する。
【０１３１】
本発明の請求項６に係る情報処理端末は、以上のように、請求項１乃至５のいずれか１項
の構成に加えて、前記領域間を移動する移動手段を備えている構成である。
【０１３２】
それゆえ、情報処理端末が自ら領域間を移動することができるので、利用者の指示に従い
、または自発的に、各領域を移動しながら空間関連情報を収集することが可能になる。例
えば、各種モータなどの駆動系を移動手段として備えるペットロボット型端末を、前記情
報処理端末として採用することができるという効果を奏する。
【０１３３】
本発明の請求項７に係るサーバは、以上のように、請求項１乃至６に記載の情報処理端末
からの送信情報を受信する情報受信部と、前記情報受信部による受信情報を処理する情報
処理部と、前記情報処理部による処理情報を前記情報処理端末に送信する情報送信部とを
備える構成である。
【０１３４】
それゆえ、上記情報処理端末から送信される空間関連情報その他の情報を上記情報受信部
で受信した後、上記情報処理部の機能によって、これら情報を蓄積したり、適宜加工した
りする。その後、上記情報送信部で前記情報処理部による処理情報を前記情報処理端末に
送信することによって、情報処理端末の利用者に各種情報やネットワークサービスを提供
することが可能になるという効果を奏する。
【０１３５】
なお、以上のように、情報処理プログラムを実行させることにより、コンピュータを、請
求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理端末として、または、請求項７に記載のサ
ーバとして機能させることができる。
【０１３６】
さらに、前記情報処理プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録しておけ
ば、前記情報処理プログラムをコンピュータに読み取り実行させることにより、コンピュ
ータを、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理端末として、または、請求項７
に記載のサーバとして機能させることが可能になる。
【０１３７】
本発明の請求項１１に係る情報処理方法は、以上のように、波動を検出することにより、
自位置が領域間を移動したことを検出する領域移動検出段階と、前記領域移動検出段階に
おける検出に応じて、利用者に自位置を問う出力を行う出力段階と、前記出力段階の出力
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に応じた利用者の回答を認識する回答認識段階と、前記回答認識段階における認識情報を
外部機器に送信する情報送信段階とを備えることを特徴としている。
【０１３８】
それゆえ、前記領域移動検出段階において、ある領域Ａから異なる領域Ｂへの移動が波動
状態の変化を通じて検出され、この領域移動検出に応じて、利用者に自位置を問う出力が
前記出力段階において実行される。この出力に応じて、利用者が声や入力操作を通じて回
答すると、その回答内容が前記回答認識段階によって認識される。さらに、前記情報送信
段階において、前記認識情報が外部機器に送信されることになる。
【０１３９】
これにより、利用者は、高度な知識や専門技能がなくとも、情報処理端末からの問いかけ
に自然に応じるだけで、現在位置に対応する空間関連情報（例えば、領域の呼称や通称な
ど）を外部機器に提供することができる。したがって、外部機器は、特別のシステム負担
を投じる必要はなく、情報処理端末からの送信情報を受信したり、データベースに記憶，
保管したりするだけで空間関連情報を取得することができる。この結果、空間関連情報の
変化にも、利用者に大きな負担をかけることなく、臨機応変に対応できることになるとい
う効果を奏する。
【０１４０】
また、情報処理端末や外部機器は、問いかけに対する利用者の自然な回答を認識すること
により、利用者に親しみ易い語調や日常的な名称などで空間関連情報を得ることができる
。外部機器は、このような空間関連情報に基づいて、緊急時に利用者に理解しやすい領域
名称を用いた避難案内を行うなど、より効果的なネットワークサービスなどを提供するこ
とが可能になるという効果を併せて奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態に係るネットワークサービスシステムの具体的利用例を示
す概念図である。
【図２】上記ネットワークサービスシステムの構成を示す概念図である。
【図３】空間情報，空間関連情報，空間認識情報の関係を示す模式図である。
【図４】端末（情報処理端末）の概略構成を示すブロック図である。
【図５】上記端末の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図６】情報処理サーバ（外部機器，サーバ）の概略構成を示すブロック図である。
【図７】上記情報処理サーバの機能構成を示す機能ブロック図である。
【図８】上記端末が空間情報を取得する際の動作フロー例を示すフローチャートである。
【図９】上記端末が空間関連情報を取得し、上記情報処理サーバに送信する際の動作フロ
ー例を示すフローチャートである。
【図１０】上記情報処理サーバが空間認識情報を取得する際の動作フロー例を示すフロー
チャートである。
【図１１】上記情報処理サーバが利用者の要求に応じて処理情報を提供する際の動作フロ
ー例を示すフローチャートである。
【図１２】従来のセンサフィールドの構成を示す概念図である。
【符号の説明】
１１　端末（情報処理端末）
１３　情報処理サーバ（外部機器，サーバ）
４１　ネットワーク通信部（情報送信手段）
４２　入出力部（出力手段，回答認識手段）
４３　空間情報感知部（領域移動検出手段）
４５ａ　アプリケーションプログラム（記録媒体）
４５ｂ　プログラム・データ（記録媒体）
４６　演算部（領域移動検出手段，回答認識手段）
４７　メモリ部（記録媒体）
６１　ネットワーク通信部（情報受信部，情報送信部）
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６２　情報ＤＢ管理部（情報処理部）
６２ａ　アプリケーションプログラム（記録媒体）
６３ｂ　空間認識情報ＤＢ（記録媒体）
６３ｃ　プログラム・データ（記録媒体）
６４　演算部（情報処理部）
６５　メモリ部（記録媒体）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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