
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在位置の情報である位置情報を取得するための位置情報取得手段と、
　前記位置情報を表示するための表示手段と、
　前記位置情報取得手段及び前記表示手段に電力を供給する電源手段と、
　外部と情報を送受信するための無線手段と、
を有する移動端末装置であって、
　地磁気を検出する地磁気センサーと、
　前記地磁気センサーの出力値と予め設定された第１設定値とを比較し、前記地磁気セン
サーの出力値が予め設定された第１設定時間以上前記第１設定値よりも小さい値で継続し
た場合は前記移動端末装置が静止中であると判別し、前記地磁気センサーの出力値が前記
第１設定値以上で変動した場合は前記移動端末装置が移動中であると判別

制御部と、
を有する移動端末装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記地磁気センサーの出力値が予め設定された前記第１設定値よりも大きい第２設定値
以上で変動する場合は前記移動端末装置が高速移動中であると判別し、
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し、前記移動端
末装置が静止中のときは位置情報を取得するための位置情報取得処理の実行周期を予め設
定された基準周期よりも長くし、前記移動端末装置が移動中のときは位置情報取得処理の
実行周期を前記基準周期よりも短くする



　前記地磁気センサーの出力値が前記第１設定値以上でかつ前記第２設定値よりも小さい
値で変動する場合は前記移動端末装置が低速移動中であると判別する請求項１記載の移動
端末装置。
【請求項３】
　
　

【請求項４】
　
　

【請求項５】
　請求項１記載の移動端末装置と、
　

を有する位置情報システム。
【請求項６】
　請求項 記載の移動端末装置と、
　

を有する位置情報システム。
【請求項７】
　
　
　
　

請求項 のいずれか１
項記載の位置情報システム。
【請求項８】
　

請求項 のいずれか１項
記載の位置情報システム。
【請求項９】
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前記制御部は、
前記地磁気センサーの出力値が、前記第１設定時間に加えて予め設定された第２設定時

間以上前記第１設定値よりも小さい値で継続した場合は、前記位置情報取得手段及び前記
表示手段に対する前記電源手段からの電力供給を停止させる請求項１または２記載の移動
端末装置。

請求項１乃至３のいずれか１項記載の移動端末装置と、
自装置周辺の地図情報を保持する記憶手段、及び前記移動端末装置と情報を送受信する

ための無線手段を備え、該無線手段を用いて該地図情報を前記移動端末装置に送信する基
地局と、
を有する位置情報システム。

自装置周辺の地磁気の強さに応じて予め設定された前記第１設定値を保持する記憶手段
、及び前記移動端末装置と情報を送受信するための無線手段を備え、該無線手段を用いて
該第１設定値を前記移動端末装置に送信する基地局と、

２
自装置周辺の地磁気の強さに応じて予め設定された前記第１設定値及び前記第２設定値

を保持する記憶手段、並びに前記移動端末装置と情報を送受信するための無線手段を備え
、該無線手段を用いて該第１設定値及び第２設定値を前記移動端末装置にそれぞれ送信す
る基地局と、

前記移動端末装置は、
自装置が静止中であるか移動中であるかの判別結果を前記基地局に通知し、
前記基地局は、
前記移動端末装置が静止中のときは前記基地局に対する該移動端末装置の位置登録処理

の実行周期を予め設定された基準周期よりも長くし、前記移動端末装置が移動中のときは
前記位置登録処理の実行周期を前記基準周期よりも短くする ４から６

前記移動端末装置は、
　自装置が静止中であるか移動中であるかの判別結果を前記基地局に通知し、
　前記基地局は、
　該移動端末装置と音声あるいは情報の送受信を希望する相手先端末装置からの問い合わ
せに応じて、該判別結果を前記相手先端末装置に返送する ４から７

現在位置の情報である位置情報を取得するための位置情報取得手段、及び前記位置情報
を表示するための表示手段を備えた移動端末装置と、

前記移動端末装置と情報を送受信する基地局とを備えた位置情報システムの制御方法で
あって、

予め前記移動端末装置に地磁気を検出するための地磁気センサーを備えておき、
前記地磁気センサーの出力値と予め設定された第１設定値とを比較し、



　

　

　
　

　

【請求項１０】
　

位置情報システムの制御方法。
【請求項１１】
　

　
請求項 記載の位置

情報システムの制御方法。
【請求項１２】
　

請求項 記載の位置情報システム
の制御方法。
【請求項１３】
　

請求項 のいずれか１項記
載の位置情報システムの制御方法。
【請求項１４】
　

請求項 のいずれか１項記載の位置情報シ
ステムの制御方法。
【請求項１５】
　

請求項
のいずれか１項記載の位置情報システムの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、現在位置を表示する移動端末装置、及び該移動端末装置と無線により情報を送
受信するための基地局を含む位置情報システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、携帯電話機を代表とする移動端末装置の普及はめざましいものがあり、それに伴い
様々な機能を有する移動端末装置が開発されている。現在位置の表示が可能な移動端末装
置の出現などがその一例である。
【０００３】
従来の位置情報を取得するための位置情報システムでは、例えば、カーナビゲーションシ
ステムにみられるように、移動端末装置にＧＰＳ（ Global Positioning System）受信機
を備え、複数のＧＰＳ衛星から受信した電波を利用して自己の現在位置を特定し、その位
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前記地磁気センサーの出力値が予め設定された第１設定時間以上前記第１設定値よりも
小さい値で継続した場合は前記移動端末装置が静止中であると判別し、

前記地磁気センサーの出力値が前記第１設定値以上で変動した場合は前記移動端末装置
が移動中であると判別し、

前記判別結果を基地局に送信し、
前記移動端末装置が静止中のときは、前記基地局に対する該移動端末装置の位置登録処

理の実行周期を予め設定された基準周期よりも長くし、
前記移動端末装置が移動中のときは、前記位置登録処理の実行周期を前記基準周期より

も短くする位置情報システムの制御方法。

前記基地局周辺の地磁気の強さに応じて予め設定した前記第１設定値を、該基地局から
前記移動端末装置に送信する請求項９記載の

前記地磁気センサーの出力値が予め設定された前記第１設定値よりも大きい第２設定値
以上で変動する場合は前記移動端末装置が高速移動中であると判別し、

前記地磁気センサーの出力値が前記第１設定値以上でかつ前記第２設定値よりも小さい
値で変動する場合は前記移動端末装置が低速移動中であると判別する ９

前記基地局周辺の地磁気の強さに応じて予め設定した前記第１設定値及び第２設定値を
、該基地局から前記移動端末装置にそれぞれ送信する １１

前記移動端末装置が静止中のときは位置情報を取得するための位置情報取得処理の実行
周期を予め設定された基準周期よりも長くし、前記移動端末装置が移動中のときは位置情
報取得処理の実行周期を前記基準周期よりも短くする ９から１２

前記地磁気センサーの出力値が、前記第１設定時間に加えて予め設定された第２設定時
間以上前記第１設定値よりも小さい値で継続した場合は、前記位置情報取得手段及び前記
表示手段に対する電力供給を停止する ９から１３

前記移動端末装置と音声あるいは情報の送受信を希望する相手先端末装置からの問い合
わせに応じて、該判別結果を前記基地局から前記相手先端末装置に返送する ９から
１４



置情報を、予め所有している地図情報、あるいは所定地域毎に設置された基地局から送信
される移動端末装置周辺の地図情報に重ね合わせることで地図上に自位置を表示させてい
る。
【０００４】
なお、移動端末装置の現在位置を特定する方法としては、移動端末装置に速度センサーや
加速度センサーを備え、それらのセンサー出力を用いて初期位置からの移動量を算出し移
動端末装置の現在位置を特定する方法、あるいは速度センサーや加速度センサーの出力を
用いて算出される位置情報と上記ＧＰＳで得られる位置情報とを併用する方法等も知られ
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記したような従来の位置情報システムでは、移動端末装置の状態、すなわち移動端末装
置が現在移動中であるか静止中であるかを基地局や移動端末装置自身で把握することがで
きれば位置情報システムをより効率的に運用することが可能になる。
【０００６】
しかしながら従来の移動端末装置及び位置情報システムでは、基地局や移動端末装置自身
で移動端末装置の状態を把握するための手段を備えていなかった。
【０００７】
本発明は上記したような従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものであり
、状態を把握するための具体的な手段を有する移動端末装置を提案すると共に、該手段を
用いて効率的に運用することが可能な位置情報システム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】
　上記目的を達成するため本発明の移動端末装置は、現在位置の情報である位置情報を取
得するための位置情報取得手段と、
　前記位置情報を表示するための表示手段と、
　前記位置情報取得手段及び前記表示手段に電力を供給する電源手段と、
　外部と情報を送受信するための無線手段と、
を有する移動端末装置であって、
　地磁気を検出する地磁気センサーと、
　前記地磁気センサーの出力値と予め設定された第１設定値とを比較し、前記地磁気セン
サーの出力値が予め設定された第１設定時間以上前記第１設定値よりも小さい値で継続し
た場合は前記移動端末装置が静止中であると判別し、前記地磁気センサーの出力値が前記
第１設定値以上で変動した場合は前記移動端末装置が移動中であると判別

制御部と、
を有する構成である。
【０００９】
　このとき、前記制御部は、
　前記地磁気センサーの出力値が予め設定された前記第１設定値よりも大きい第２設定値
以上で変動する場合は前記移動端末装置が高速移動中であると判別し、
　前記地磁気センサーの出力値が前記第１設定値以上でかつ前記第２設定値よりも小さい
値で変動する場合は前記移動端末装置が低速移動中であると判別してもよく、
　前記制御部は、
　前記地磁気センサーの出力値が、前記第１設定時間に加えて予め設定された第２設定時
間以上前記第１設定値よりも小さい値で継続した場合は、前記位置情報取得手段及び前記
表示手段に対する前記電源手段からの電力供給を停止させてもよい。
【００１０】
一方、本発明の位置情報システムは、上記記載の移動端末装置と、
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し、前記移動端
末装置が静止中のときは位置情報を取得するための位置情報取得処理の実行周期を予め設
定された基準周期よりも長くし、前記移動端末装置が移動中のときは位置情報取得処理の
実行周期を前記基準周期よりも短くする



自装置周辺の地図情報を保持する記憶手段、及び前記移動端末装置と情報を送受信するた
めの無線手段を備え、該無線手段を用いて該地図情報を前記移動端末装置に送信する基地
局と、
を有する構成である。
【００１１】
または、前記基地局に、自装置周辺の地磁気の強さに応じて予め設定された前記第１設定
値を保持する記憶手段、及び前記移動端末装置と情報を送受信するための無線手段を備え
、該無線手段を用いて該第１設定値を前記移動端末装置に送信する構成である。
【００１２】
または、自装置周辺の地磁気の強さに応じて予め設定された前記第１設定値及び前記第２
設定値を保持する記憶手段、並びに前記移動端末装置と情報を送受信するための無線手段
を備え、該無線手段を用いて該第１設定値及び第２設定値を前記移動端末装置にそれぞれ
送信する構成である。
【００１３】
ここで、前記移動端末装置は、
自装置が静止中であるか移動中であるかの判別結果を前記基地局に通知し、
前記基地局は、
前記移動端末装置が静止中のときは前記基地局に対する該移動端末装置の位置登録処理の
実行周期を予め設定された基準周期よりも長くし、前記移動端末装置が移動中のときは前
記位置登録処理の実行周期を前記基準周期よりも短くしてもよく、
前記移動端末装置は、
自装置が静止中であるか移動中であるかの判別結果を前記基地局に通知し、
前記基地局は、
該移動端末装置と音声あるいは情報の送受信を希望する相手先端末装置からの問い合わせ
に応じて、該判別結果を前記相手先端末装置に返送してもよい。
【００１４】
上記のような移動端末装置及び位置情報システムでは、地磁気センサーを用いて移動端末
装置の状態を判別し、該判別結果を基地局に送信し、移動端末装置が静止中のときは基地
局に対する該移動端末装置の位置登録処理の実行周期を基準周期よりも長くし、移動端末
装置が移動中のときは位置登録処理の実行周期を基準周期よりも短くすることで、移動端
末装置と基地局との不要な情報の送受信処理が低減する。
【００１５】
また、基地局周辺の地磁気の強さに応じて設定された第１設定値や第２設定値を移動端末
装置に送信することで、場所によって地磁気が異なっていても移動端末装置が備える第１
設定値及び第２設定値が最適な値に更新される。
【００１６】
さらに、移動端末装置と音声あるいは情報の送受信を希望する相手先端末装置からの問い
合わせに応じて、移動端末装置の状態の判別結果を基地局から相手先端末装置に返送する
ことで、移動端末装置と相手先端末装置とが音声通信を行うときに移動端末装置の状態に
応じて音声通信を見合わせて文字通信へ変更したり通話時刻をずらすことができるように
なる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に本発明について図面を参照して説明する。
【００１８】
図１は本発明の位置情報システム及び移動端末装置の一構成例を示すブロック図である。
また、図２は図１に示した状態検出部が備える地磁気センサーの一例を示す模式図であり
、図３は図１に示した状態検出部が備える地磁気センサーの他の例を示す模式図である。
なお、移動端末装置１の位置情報を取得するには、上述したＧＰＳを利用する構成、ある
いは速度センサーや加速度センサーの出力を用いて算出する構成がある。以下では移動端
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末装置１がＧＰＳを利用して位置情報を取得する構成を例にして説明する。
【００１９】
図１に示すように、本発明の位置情報システムは、位置情報を表示する移動端末装置１と
、無線通信により移動端末装置１と情報を送受信する基地局２とを有する構成である。な
お、基地局２には不図示の交換機を介して移動端末装置１と音声や情報を送受信する他の
端末装置であるＣａｌｌｅｒ４が接続される。また、移動端末装置１がＧＰＳを用いて位
置情報を取得する場合は、移動端末装置１とＧＰＳ衛星３とが無線手段を介して情報の送
受信が可能に接続される。
【００２０】
移動端末装置１は、移動端末装置１の状態を検出する状態検出部１１と、予め設定された
所定時間を検出するための時計部１２と、不図示のＣＰＵ及び該ＣＰＵの処理で必要な情
報を一時的に保持するためのメモリを備え、位置情報や地図情報を表示するための処理を
行なう制御部１３と、ＧＰＳ衛星３からの電波を受信するＧＰＳ受信機１４と、ＧＰＳ受
信機１４で受信した信号から自装置の現在位置を特定する位置情報部１５と、位置情報や
地図情報等を表示するための表示装置及びコマンド等を入力するための入力装置を備えた
ユーザインタフェース部１７と、基地局２と無線通信を行うための送受信機である無線部
１８と、位置情報や地図情報が格納される記憶部１９と、状態検出部１１、時計部１２、
制御部１３、ＧＰＳ受信機１４、位置情報部１５、ユーザインタフェース部１７、無線部
１８、及び記憶部１９にそれぞれ所定の電力を供給するためのバッテリーを備えた電源部
１６とを有する構成である。
【００２１】
本発明の移動端末装置１は、状態検出部１１に地磁気センサー備え、該地磁気センサーか
ら得られる方位情報を用いて移動端末装置１が移動中であるか静止中であるかを検出する
。
【００２２】
地磁気センサーは、移動端末装置１から発せられる電磁波に影響されることなく地磁気の
み検出することが可能なセンサーであり、例えば、図２に示すようなトロイダルコア、励
磁用コイル、ＮＳ（北南）方向検出コイル及びＥＷ（東西）方向検出コイルを有するフラ
ックスゲート・コンパスと呼ばれるセンサー、あるいは図３に示すような直交する方向に
配置された２つのホール素子から成るセンサーが用いられる。これらのセンサーによる地
磁気の検出原理は、例えば特開平９－３０５１０３号公報で詳述されているため、ここで
はその説明を省略する。
【００２３】
このような構成において、本発明の移動端末装置１では、図４に示すように、ある一定時
間以上状態検出部１１の地磁気センサーの出力が所定の値以下であることを観測した場合
は制御部１３により移動端末装置１が静止中であると判別する。また、地磁気センサーの
出力が所定の値以上に変動したことを観測した場合は移動中であると判別する。そして、
その変動が激しい場合は移動端末装置１が高速移動中であると判別し、変動が少ない場合
は移動端末装置１が低速移動中であると判別する。
【００２４】
地磁気センサーは常に動作し、状態検出部１１はその出力値を常に制御部１３に送信する
。制御部１３は、上述した判別方法に基づいて移動端末装置１の状態を判別・監視し、移
動端末装置１が静止中であるときには、例えばＧＰＳ受信機１４及び位置情報部１５によ
る位置情報の取得処理回数を減少させる。また、移動端末装置１が移動中であるときには
ＧＰＳ受信機１４及び位置情報部１５による位置情報の取得処理を頻繁に実行させる。す
なわち、移動端末装置１が静止中であるときには位置情報取得処理の実行周期を予め設定
された基準周期よりも長くし、移動端末装置が移動中のときは位置情報取得処理の実行周
期を基準周期よりも短くする。
【００２５】
このように、移動端末装置１が静止中のときに位置情報の取得処理回数を減少させること
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で、消費電力が大きいＧＰＳ受信機４の動作回数が減らせるため、消費電力を低減するこ
とができる。また、移動端末装置１が移動中のときは位置情報の取得処理回数を頻繁に実
行させることで、移動端末装置１はより正確な位置情報を得ることができる。なお、移動
端末装置１が静止中のときにはユーザインタフェース部７の表示装置による位置情報の表
示を停止させてもよい。その場合、表示装置は、移動端末装置１が移動中あるいはＣａｌ
ｌｅｒ４からの着呼があった場合に表示を再開させる。このように移動端末装置１が静止
中のときにユーザインタフェース部７の表示装置による表示を停止させることで消費電力
をより低減することができる。
【００２６】
さらに、本発明の位置情報システムでは、制御部１３で判別した移動端末装置１の状態を
無線部８を介して所定周期毎に基地局９に通知する。基地局９は、移動端末装置１から受
信した状態情報にしたがい移動端末装置１の状態に応じて地図情報の送信に必要な位置登
録処理のための送受信頻度を変更する。すなわち、移動端末装置１が静止中のときには位
置登録処理の実行周期を予め決められた基準周期よりも長くし、移動中のときには位置登
録処理の実行周期を基準周期よりも短くする。このように移動端末装置１の状態に応じて
位置登録の更新頻度を変えることで不要な情報の送受信処理が低減する。
【００２７】
したがって、移動端末装置１で正確な位置情報をより効率的に表示することができる。ま
た、移動端末装置１の静止中に位置登録の更新頻度を減少させることで消費電力を低減す
ることができるため、電源部１６が備えるバッテリーの消費量を低減できる。なお、移動
端末装置１の記憶部１９に予め地図情報を記録している場合は、基地局２による位置登録
処理を実行しなくてもよく、基地局２に地図情報を備える必要もなくなる。
【００２８】
また、本発明の位置情報システムでは、基地局２で移動端末装置１の状態を把握すること
で、例えばＣａｌｌｅｒ４が通信相手である移動端末装置１の状態を知りたいため、基地
局に対して該移動端末装置１が静止中であるか移動中（高速移動中）であるかを問い合わ
せたときに、基地局２からＣａｌｌｅｒ４に対して移動端末装置１の状態を通知させる。
【００２９】
この場合、Ｃａｌｌｅｒ４は移動端末装置１と音声通信を行うときに移動端末装置１の状
態に応じて音声通信を見合わせて文字通信へ変更したり通話時刻をずらすことができるよ
うになる。例えば、移動端末装置１が高速移動中である場合は乗用車を運転中か電車等に
乗車中の場合が多いため、文字通信への変更や通話時刻をずらすことで、運転中に通話す
ることによる事故の防止や電車内での通話が低減してマナー違反が防止される。
【００３０】
さらに、Ｃａｌｌｅｒ４から呼び出された移動端末装置１が高速移動中のために通信でき
ない場合は、基地局２からＣａｌｌｅｒ４に移動端末装置１が高速移動中につき通信不能
である旨を通知する。また、移動端末装置１を紛失した場合には他の電話機等を利用して
現在の移動端末装置１の状態を知ることができるため、探し出すことが容易になる。
【００３１】
次に、移動端末装置１の状態を判別するための処理手順について図５を用いて説明する。
【００３２】
図５は本発明の移動端末装置の状態を判別するための処理手順を示すフローチャートであ
る。
【００３３】
移動端末装置１の状態は、上述したように静止中、移動中、高速移動中の３つの状態があ
り、それらの状態を示すいずれかのフラグが立ったときに、制御部１３は移動端末装置１
が該フラグに対応する状態にあると判別する。また、制御部１３は、移動端末装置１が静
止中で、かつその状態が一定時間以上継続したときに、例えばＧＰＳ受信機１４、位置情
報部１５、及びユーザインタフェース部１７を停止させるための停止フラグを立て、電源
部１６にＧＰＳ受信機１４、位置情報部１５、及びユーザインタフェース部１７に対する
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電力供給を停止させる。
【００３４】
本発明の移動端末装置１では、地磁気センサーの出力値の変化が予め決められた第１設定
値を越えているか否かで移動端末装置１が静止中であるか移動中（高速移動中）であるか
を判別する。また、地磁気センサーの出力値の変化が予め決められた第２設定値を越えて
いるか否かで移動端末装置１が低速移動中であるか高速移動中であるかを判別する。
【００３５】
また、時計部１２に２つのタイマー（第１タイマー、第２タイマー）を備え、制御部１３
は、地磁気センサーの出力値の変化が上記第１設定値よりも小さく、その状態が予め決め
られた第１タイマーの設定時間（第１設定時間）を越えた場合に移動端末装置１は静止中
であると判別する。さらに、その状態が予め決められた第２タイマーの設定時間（第２設
定時間）を越えた場合に、ＧＰＳ受信機１４及び位置情報部１５、あるいはユーザインタ
フェース部１７に対する電力供給を停止させる。
【００３６】
図５に示すように、移動端末装置１の初期状態は静止中であり、静止フラグが立った状態
にある。このような状態から移動端末装置１の状態検出処理が開始されると、制御部１３
は、まず地磁気センサーの出力値と第１設定値とを比較し、地磁気センサーの出力値が第
１設定値以上であるか否かを検出することで地磁気が変化しているか否かを判定する（ス
テップＳ１）。
【００３７】
地磁気が変化していない場合、制御部１３は第１タイマーが動作中であるか否かを判定し
（ステップＳ２）、第１タイマーが動作していない場合は第１タイマーを起動する（ステ
ップＳ３）。続いて、第１タイマーがタイムアップして第１設定時間が経過したか否かを
判定し（ステップＳ４）、第１設定時間が経過していない場合はステップＳ１の処理に戻
ってステップＳ１～Ｓ４の処理を繰り返す。また、第１設定時間が経過した場合は静止中
フラグを立て（ステップＳ５）、移動端末装置１が静止中であると判別する。
【００３８】
次に、制御部１３は、第２タイマーを起動させ（ステップＳ６）、第２タイマーがタイム
アップして第２設定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ７）。第２設定時間が
経過していない場合はステップＳ１の処理に戻ってステップＳ１～Ｓ７の処理を繰り返す
。また、第２設定時間が経過した場合は停止フラグを立て（ステップＳ８）、上述したよ
うに電源部１６にＧＰＳ受信機１４、位置情報部１５、及びユーザインタフェース部１７
に対する電力供給を停止させる。
【００３９】
一方、ステップＳ１の処理で地磁気の変化を検出した場合、制御部１３は、停止フラグが
立っているか否かを判定し（ステップＳ９）、停止フラグが立っている場合は電源部１６
にＧＰＳ受信機１４及び位置情報部１５に対する電力供給を開始させる（ステップＳ１０
）。また、停止フラグが立っていない場合は第１タイマー及び第２タイマーをそれぞれ停
止させる（ステップＳ１１）。
【００４０】
続いて、制御部１３は、地磁気センサーの出力値と第２設定値とを比較し、地磁気センサ
ーの出力値が第２設定値以上であるか否かを検出する（ステップＳ１２）。ここで、地磁
気センサーの出力値が第２設定値よりも小さい場合は移動中フラグを立てて移動端末装置
１が低速移動中であると判別し（ステップＳ１３）、ステップＳ１の処理に戻ってステッ
プＳ１、ステップＳ９～Ｓ１２の処理を繰り返す。また、地磁気センサーの出力値が第２
設定値以上である場合は高速移動中フラグを立てて移動端末装置１が高速移動中であると
判別し（ステップＳ１４）、ステップＳ１２の処理に戻って地磁気センサーの出力値と第
２設定値の比較処理を繰り返す。
【００４１】
なお、移動端末装置１の状態を検出するための第１設定値及び第２設定値は、移動端末装
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置１の現在位置によって地磁気の強さが異なるために書き換えることが望ましい。本発明
では、地磁気の強さに応じて、位置情報システムが管理する地域を複数のブロックに分割
し、各基地局２に該ブロックに最適な第１設定値及び第２設定値をそれぞれ登録する。そ
して、移動端末装置１がＧＰＳを利用して位置情報を得たときには、その位置に応じた第
１設定値及び第２設定値をそれぞれ基地局２から受信し、記憶部１９に記録する。このよ
うな機能を付加することで、場所によって地磁気が異なっていても第１設定値及び第２設
定値が最適な値に更新されるため、移動端末装置１の状態をより正確に判別することがで
きる。
【００４２】
【発明の効果】
本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載する効果を奏する。
【００４３】
地磁気センサーを用いて移動端末装置の状態を判別し、該判別結果を基地局に送信し、移
動端末装置が静止中のときは基地局に対する該移動端末装置の位置登録処理の実行周期を
基準周期よりも長くし、移動端末装置が移動中のときは位置登録処理の実行周期を基準周
期よりも短くすることで、移動端末装置と基地局との不要な情報の送受信処理が低減する
。したがって、移動端末装置で正確な位置情報をより効率的に表示することができる。ま
た、移動端末装置の静止中に位置登録の更新頻度を減少させることで消費電力を低減する
ことができるため、移動端末装置が備える電源手段の消費量を低減できる。さらに、移動
端末装置が静止中のときは位置情報を取得するための位置情報取得処理の実行周期を予め
設定された基準周期よりも長くし、移動端末装置が移動中のときは位置情報取得処理の実
行周期を前記基準周期よりも短くすることで消費電力を低減することができる。特に、地
磁気センサーの出力値が第１設定時間に加えて予め設定された第２設定時間以上第１設定
値よりも小さい値で継続した場合に、位置情報取得手段及び表示手段に対する電源手段か
らの電力供給を停止させることで、消費電力をより低減することができる。
【００４４】
また、基地局周辺の地磁気の強さに応じて設定された第１設定値や第２設定値を移動端末
装置に送信することで、場所によって地磁気が異なっていても移動端末装置が備える第１
設定値及び第２設定値が最適な値に更新されるため、移動端末装置は自身の状態をより正
確に判別することができる。
【００４５】
さらに、移動端末装置と音声あるいは情報の送受信を希望する相手先端末装置からの問い
合わせに応じて、移動端末装置の状態の判別結果を基地局から相手先端末装置に返送する
ことで、移動端末装置と相手先端末装置とが音声通信を行うときに移動端末装置の状態に
応じて音声通信を見合わせて文字通信へ変更したり通話時刻をずらすことができるように
なる。したがって、例えば、移動端末装置が高速移動中である場合は乗用車を運転中か電
車等に乗車中の場合が多いため、文字通信への変更や通話時刻をずらすことで、運転中に
通話することによる事故の防止や電車内での通話が低減してマナー違反が防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の位置情報システム及び移動端末装置の一構成例を示すブロック図である
。
【図２】図１に示した状態検出部が備える地磁気センサーの一例を示す模式図である。
【図３】図１に示した状態検出部が備える地磁気センサーの他の例を示す模式図である。
【図４】本発明の移動端末装置の状態判別方法を示す状態遷移図である。
【図５】本発明の移動端末装置の状態を判別するための処理手順を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１　　移動端末装置
２　　基地局
３　　ＧＰＳ衛星
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４　　Ｃａｌｌｅｒ
１１　　状態検出部
１２　　時計部
１３　　制御部
１４　　ＧＰＳ受信機
１５　　位置情報部
１６　　電源部
１７　　ユーザインタフェース部
１８　　無線部
１９　　記憶部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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