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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声通信やデータ通信を行う通信端末であって、
　動作状態を表示する表示手段と、
　電源オフを操作する電源キーを備え、ユーザからの入力を受け付ける操作手段と、
　音声通信やデータ通信を行う通信手段と、
　現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記操作手段の電源キーにより電源オフ操作されると、少なくとも前記表示手段と前記
操作手段への電源供給をオフとする電源制御手段と、
　前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで
前記通信手段を起動し、他の端末もしくは監視装置からの位置測位要求メッセージを受信
する待受け状態とし、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージ
を前記通信手段により受信した場合、前記位置情報取得手段により取得された位置情報を
前記通信手段によりネットワークを介して前記他の端末もしくは監視装置へ送信する制御
手段と
　を具備し、
　前記電源制御手段は、前記所定の継続時間経過後、前記通信手段への電源供給をオフに
する
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、位置測位要求メッセージを
受信する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時に音声着信メッセージを受
信した場合には、応答メッセージの送信を行わないか、あるいは拒否することを特徴とす
る請求項１記載の通信端末。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、位置測位要求メッセージを
受信する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時に待受け先の変更を行うハ
ンドオフ動作を継続する一方、呼出しゾーンの移動に伴う位置登録動作が要求される場合
には、前記位置登録動作を省略することを特徴とする請求項１記載の通信端末。
【請求項４】
　音声通信やデータ通信を行う通信端末であって、
　動作状態を表示する表示手段と、
　電源オフを操作する電源キーを備え、ユーザからの入力を受け付ける操作手段と、
　音声通信やデータ通信を行う通信手段と、
　現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記操作手段の電源キーにより電源オフ操作されると、少なくとも前記表示手段と前記
操作手段への電源供給をオフとする電源制御手段と、
　前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで
前記通信手段を起動し、前記所定の継続時間内に前記他の端末もしくは前記監視装置から
の位置測位要求メッセージを受信すると、前記位置情報取得手段により位置情報を取得し
、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視
装置へ送信する制御手段と
　を具備し、
　前記電源制御手段は、前記所定の継続時間経過後、前記通信手段への電源供給をオフに
することを特徴とする通信端末。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もしくは前記
監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い
、該間欠受信時に音声着信メッセージを受信した場合には、応答メッセージの送信を行わ
ないか、あるいは拒否することを特徴とする請求項４記載の通信端末。
【請求項６】
　位置情報を取得する時間を規定する位置測位継続時間情報と位置情報を取得するタイミ
ングを規定する位置測位タイミング情報とを記憶する記憶手段を具備し、
　前記制御手段は、前記電源制御手段による電源供給オフ後、前記記憶手段から位置測位
継続時間情報と位置測位タイミング情報とを読み込み、前記位置測位継続時間情報で示さ
れる位置測位継続時間が満了するまでの間、前記位置測位タイミング情報で示されるタイ
ミング内で前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する
と、前記位置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通
信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信することを特徴とす
る請求項４記載の通信端末。
【請求項７】
　前記位置測位タイミング情報は、位置測位を実施する時間間隔を含み、
　前記制御手段は、前記位置測位継続時間が満了するまでの間、前記時間間隔で前記他の
端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると、前記位置情報取
得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通信手段によりネット
ワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信することを特徴とした請求項６に記載の
通信端末。
【請求項８】
　前記操作手段は、設定キーを備え、
　前記制御手段は、前記位置測位継続時間が満了するまでの間に、前記設定キーが操作さ
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れると、前記位置測位タイミング情報で示されるタイミングで前記他の端末もしくは前記
監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると、前記位置情報取得手段による位置
情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他
の端末もしくは監視装置へ送信することを特徴とする請求項６記載の通信端末。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージに
位置測位継続時間情報が含まれる場合、該位置測位要求メッセージに含まれる位置測位継
続時間情報を優先して前記位置情報取得手段により位置情報を取得し、取得された位置情
報を前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信すること
を特徴とする請求項４記載の通信端末。
【請求項１０】
　前記操作手段は、設定キーを備え、
　前記電源制御手段は、前記設定キーと前記電源キーとが同時に操作されると、少なくと
も、前記位置情報取得手段、前記通信手段、前記表示手段への電源供給をオフとすること
を特徴とした請求項４記載の通信端末。
【請求項１１】
　前記操作手段は、緊急設定キーを備え、
　前記電源制御手段は、前記緊急設定キーと前記電源キーとが同時に操作されると、前記
位置情報取得手段、前記通信手段、前記制御手段以外への電源供給をオフとし、
　前記制御手段は、前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所
定のタイミングで前記通信手段を起動し、前記所定の継続時間内に前記他の端末もしくは
前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると、前記位置情報取得手段により
位置情報を取得し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他の
端末もしくは監視装置へ送信することを特徴とした請求項４記載の通信端末。
【請求項１２】
　前記表示手段は、前記電源制御手段により電源供給をオフとする前に、電源が切断され
ることを表示することを特徴とした請求項１１記載の通信端末。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もしくは前記
監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い
、該間欠受信時に待受け先の変更を行うハンドオフ動作と、呼出しゾーンの移動に伴って
位置登録動作が要求される場合には、前記位置登録動作とを継続するように制御すること
を特徴とした請求項４記載の通信端末。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もしくは前記
監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い
、該間欠受信時に待受け先の変更を行うハンドオフ動作を継続する一方、呼出しゾーンの
移動に伴う位置登録動作が要求される場合には、該位置登録動作を省略することを特徴と
する請求項４記載の通信端末。
【請求項１５】
　音声通信やデータ通信を行う通信端末の位置監視方法であって、
　電源オフ操作されると、少なくとも、動作状態を表示する表示手段と電源オフの操作を
含むユーザからの入力を受け付ける操作手段への電源供給をオフとし、電源供給オフ後、
所定の継続時間の間に、所定のタイミングで前記音声通信やデータ通信を行う通信手段を
起動し、前記所定の継続時間内に前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求
メッセージの受信有無を監視し、該位置測位要求メッセージを受信すると、現在位置を示
す位置情報を取得し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他
の端末もしくは監視装置へ送信し、前記所定の継続時間経過後、前記通信手段への電源供
給をオフにすることを特徴とする位置監視方法。
【請求項１６】
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　音声通信やデータ通信を行う通信端末であって、
　動作状態を表示する表示手段と、
　電源オフを操作する電源キーを備え、ユーザからの入力を受け付ける操作手段と、
　音声通信やデータ通信を行う通信手段と、
　現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記操作手段の電源キーにより電源オフ操作されると、少なくとも前記表示手段と前記
操作手段への電源供給をオフとする電源制御手段と、
　前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで
前記通信手段を起動して、前記位置情報取得手段により取得された位置情報を前記通信手
段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信する制御手段と
　を具備し、
　前記電源制御手段は、前記所定の継続時間経過後、前記通信手段への電源供給をオフに
することを特徴とする通信端末。
【請求項１７】
　音声通信やデータ通信を行う通信端末の位置監視方法であって、
　電源オフ操作されると、現在位置を示す位置情報を取得した後、少なくとも、動作状態
を表示する表示手段と電源オフの操作を含むユーザからの入力を受け付ける操作手段への
電源供給をオフとし、電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで前記
音声通信やデータ通信を行う通信手段を起動して、前記取得した位置情報をネットワーク
を介して他の端末もしくは監視装置へ送信し、前記所定の継続時間経過後、前記通信手段
への電源供給をオフにすることを特徴とする位置監視方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末および位置監視方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話には、所持している者の安全確保あるいは、携帯端末の所在地確認するため、
別端末より携帯端末の位置検索ができるといった機能を搭載している。例えば、端末が監
視センタからのコマンドに応じて位置情報を監視センタに送信するか、または所定時間ご
とに位置情報を監視センタに送信して、親端末から子端末の位置が確認できる監視システ
ムがある（例えば特許文献１参照）。さらに、前述の機能を搭載した携帯端末において、
携帯端末所有者が非常時に自分の位置を知らせたい場合、非常ボタンが操作されていると
、電源スイッチをオフ操作しても、監視センタ装置に現在位置を送信できるようにする方
法も考えられている（例えば特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１８６３５
【特許文献２】特開２００２－２０９２４８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した位置検索を長時間継続するためには、端末の低消費電力化が重要である。しか
しながら、上述した特許文献１に記載の技術は、位置情報の送信タイミングについての提
案であり、より低消費電力化するための位置検索モードについては言及がなされていない
。また、特許文献２に記載の技術は、電源オフ押下後に位置検索を強制的に継続するため
の提案であり、その際、電源オン時の動作と比較して、より低消費電力化するための位置
検索モードについては言及がなされていない。特に、位置検索機能が携帯電話の付加機能
として設けられる時に、位置検索を主体に使用するモードを想定した場合での、低消費電
力化を考慮された提案がなされていない。
【０００４】
　そこで本発明は、位置検索機能を付加した通信端末において、低電力とすることでより
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長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させ
ることができる通信端末および位置監視方法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】
【０００５】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明による通信端末は、音声通信やデータ通信を
行う通信端末であって、動作状態を表示する表示手段と、電源オフを操作する電源キーを
備え、ユーザからの入力を受け付ける操作手段と、音声通信やデータ通信を行う通信手段
と、現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、前記操作手段の電源キーに
より電源オフ操作されると、少なくとも前記表示手段と前記操作手段への電源供給をオフ
とする電源制御手段と、前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に
、所定のタイミングで前記通信手段を起動し、他の端末もしくは監視装置からの位置測位
要求メッセージを受信する待受け状態とし、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位
置測位要求メッセージを前記通信手段により受信した場合、前記位置情報取得手段により
取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して前記他の端末もしくは監
視装置へ送信する制御手段とを具備し、前記電源制御手段は、前記所定の継続時間経過後
、前記通信手段への電源供給をオフにすることを特徴とする。
【０００７】
　また、好ましい態様として、例えば請求項２記載のように、請求項１記載の通信端末に
おいて、前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、位置測位要求メッセ
ージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時に音声着信メッセー
ジを受信した場合には、応答メッセージの送信を行わないか、あるいは拒否するようにし
てもよい。
【０００８】
　また、好ましい態様として、例えば請求項３記載のように、請求項１記載の通信端末に
おいて、前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、位置測位要求メッセ
ージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時に待受け先の変更を
行うハンドオフ動作を継続する一方、呼出しゾーンの移動に伴う位置登録動作が要求され
る場合には、要求された位置登録動作を省略するようにしてもよい。
【０００９】
　また、上記目的達成のため、請求項４記載の発明による通信端末は、音声通信やデータ
通信を行う通信端末であって、動作状態を表示する表示手段と、電源オフを操作する電源
キーを備え、ユーザからの入力を受け付ける操作手段と、音声通信やデータ通信を行う通
信手段と、現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、前記操作手段の電源
キーにより電源オフ操作されると、少なくとも前記表示手段と前記操作手段への電源供給
をオフとする電源制御手段と、前記電源制御手段による電源供給オフ後、所定の継続時間
の間に、所定のタイミングで前記通信手段を起動し、前記所定の継続時間内に前記他の端
末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると、前記位置情報取得
手段により位置情報を取得し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを
介して他の端末もしくは監視装置へ送信する制御手段とを具備し、前記電源制御手段は、
前記所定の継続時間経過後、前記通信手段への電源供給をオフにすることを特徴とする。
【００１０】
　また、好ましい態様として、例えば請求項５記載のように、請求項４記載の通信端末に
おいて、前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もしく
は前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信
を行い、該間欠受信時に音声着信メッセージを受信した場合には、応答メッセージの送信
を行わないか、あるいは拒否するようにしてもよい。
【００１１】
　また、好ましい態様として、例えば請求項６記載のように、請求項４記載の通信端末に
おいて、位置情報を取得する時間を規定する位置測位継続時間情報と位置情報を取得する
タイミングを規定する位置測位タイミング情報とを記憶する記憶手段を具備し、前記制御
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手段は、前記電源制御手段による電源供給オフ後、前記記憶手段から位置測位継続時間情
報と位置測位タイミング情報とを読み込み、前記位置測位継続時間情報で示される位置測
位継続時間が満了するまでの間、前記位置測位タイミング情報で示されるタイミング内で
前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると、前記位
置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通信手段によ
りネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにしてもよい。
【００１２】
　また、好ましい態様として、例えば請求項７記載のように、請求項６に記載の通信端末
において、前記位置測位タイミング情報は、位置測位を実施する時間間隔を含み、前記制
御手段は、前記位置測位継続時間が満了するまでの間、前記時間間隔で前記位置情報取得
手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワ
ークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにしてもよい。
【００１３】
　また、好ましい態様として、例えば請求項８記載のように、請求項６記載の通信端末に
おいて、前記操作手段は、設定キーを備え、前記制御手段は、前記位置測位継続時間が満
了するまでの間に、前記設定キーが操作されると、前記位置測位タイミング情報で示され
るタイミングで前記位置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情
報を前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するよう
にしてもよい。
【００１４】
　また、好ましい態様として、例えば請求項９記載のように、請求項４記載の通信端末に
おいて、前記制御手段は、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセ
ージに位置測位継続時間情報が含まれる場合、該位置測位要求メッセージに含まれる位置
測位継続時間情報を優先して前記位置情報取得手段により位置情報を取得し、取得された
位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信す
るようにしてもよい。
【００１５】
　また、好ましい態様として、例えば請求項１０記載のように、請求項４記載の通信端末
において、前記操作手段は、設定キーを備え、前記電源制御手段は、前記設定キーと前記
電源キーとが同時に操作されると、少なくとも、前記位置情報取得手段、前記通信手段、
前記表示手段への電源供給をオフとするようにしてもよい。
【００１６】
　また、好ましい態様として、例えば請求項１１記載のように、請求項４記載の通信端末
において、前記操作手段は、緊急設定キーを備え、前記電源制御手段は、前記緊急設定キ
ーと前記電源キーとが同時に操作されると、前記位置情報取得手段、前記通信手段、前記
制御手段以外への電源供給をオフとし、前記制御手段は、前記電源制御手段による電源供
給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで前記通信手段を起動し、前記所定
の継続時間内に前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信
すると、前記位置情報取得手段により位置情報を取得し、取得された位置情報を前記通信
手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにしてもよい
。
【００１７】
　また、好ましい態様として、例えば請求項１２記載のように、請求項１１記載の通信端
末において、前記表示手段は、前記電源制御手段により電源供給をオフとする前に、電源
が切断されることを表示するようにしてもよい。
【００１８】
　また、好ましい態様として、例えば請求項１３記載のように、請求項４記載の通信端末
において、前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もし
くは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受
信を行い、該間欠受信時に待受け先の変更を行うハンドオフ動作と呼出しゾーンの移動に
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伴って位置登録動作が要求される場合には、前記位置登録動作とを継続するようにしても
よい。
【００１９】
　また、好ましい態様として、例えば請求項１４記載のように、請求項４記載の通信端末
において、前記制御手段は、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記他の端末もし
くは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受
信を行い、該間欠受信時に待受け先の変更を行うハンドオフ動作を継続する一方、呼出し
ゾーンの移動に伴う位置登録動作が要求される場合には、該位置登録動作を省略するよう
にしてもよい。
【発明の効果】
【００４３】
　請求項１記載の発明によれば、操作手段の電源キーにより電源オフ操作されると、電源
制御手段により、少なくとも表示手段と操作手段への電源供給をオフとし、電源制御手段
による電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで通信手段を起動し、
他の端末もしくは監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する待受け状態とし、他
の端末もしくは監視装置からの位置測位要求メッセージを通信手段により受信した場合、
制御手段により、位置情報取得手段により取得された位置情報を通信手段によりネットワ
ークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信し、電源制御手段により、所定の継続時間
経過後、通信手段への電源供給をオフにするようにしたので、低電力とすることができる
ことから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利
便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００４５】
　また、請求項２記載の発明によれば、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記制
御手段により、位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い
、該間欠受信時に音声着信メッセージを受信した場合には、応答メッセージの送信を行わ
ないか、あるいは拒否するようにしたので、低電力とすることができることから、より長
時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させる
ことができるという利点が得られる。
【００４６】
　また、請求項３記載の発明によれば、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記制
御手段により、位置測位要求メッセージを受信する待受け状態においては間欠受信を行い
、該間欠受信時にハンドオフ動作を継続する一方、位置登録動作が要求される場合には、
該位置登録動作を省略するようにしたので、低電力とすることができることから、より長
時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させる
ことができるという利点が得られる。
【００４７】
　また、請求項４記載によれば、操作手段の電源キーにより電源オフ操作されると、電源
制御手段により、少なくとも表示手段と操作手段への電源供給をオフとし、電源制御手段
による電源供給オフ後、制御手段により、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで通
信手段を起動し、所定の継続時間内に他の端末もしくは監視装置からの位置測位要求メッ
セージを受信すると、位置情報取得手段により位置情報を取得し、取得された位置情報を
通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信し、電源制御手段
により、所定の継続時間経過後、通信手段への電源供給をオフにするようにしたので、低
電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことが
でき、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００４８】
　また、請求項５記載の発明によれば、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記制
御手段により、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信
する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時に音声着信メッセージを受信し
た場合には、応答メッセージの送信を行わないか、あるいは拒否するようにしたので、低
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電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことが
でき、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００４９】
　また、請求項６記載の発明によれば、位置測位継続時間情報と位置測位タイミング情報
とを記憶手段に記憶しておき、前記電源制御手段による電源供給オフ後、前記制御手段に
より、前記記憶手段から位置測位継続時間情報と位置測位タイミング情報とを読み込み、
位置測位継続時間が満了するまでの間、前記位置測位タイミング情報で示されるタイミン
グタイミング内で前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受
信すると、前記位置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を
前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにし
たので、低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で
行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる
。
【００５０】
　また、請求項７記載の発明によれば、前記位置測位継続時間が満了するまでの間、前記
時間間隔で前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する
と、前記位置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通
信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにしたので
、低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うこ
とができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００５１】
　また、請求項８記載の発明によれば、前記位置測位継続時間が満了するまでの間に、設
定キーが操作されると、前記制御手段により、前記位置測位タイミング情報で示されるタ
イミングで前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する
と、前記位置情報取得手段による位置情報の取得を実行し、取得された位置情報を前記通
信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信するようにしたので
、低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うこ
とができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００５２】
　また、請求項９記載によれば、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求
メッセージに位置測位継続時間情報が含まれる場合、前記制御手段により、該位置測位要
求メッセージに含まれる位置測位継続時間情報を優先して位置情報を取得し、取得された
位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信す
るようにしたので、低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡
便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点
が得られる。
【００５３】
　また、請求項１０記載の発明によれば、前記設定キーと前記電源キーとが同時に操作さ
れると、前記電源制御手段により、少なくとも、前記位置情報取得手段、前記通信手段、
前記表示手段への電源供給をオフとするようにしたので、低電力とすることができること
から、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性
を向上させることができるという利点が得られる。
【００５４】
　また、請求項１１記載によれば、前記緊急設定キーと前記電源キーとが同時に操作され
ると、前記電源制御手段により、前記位置情報取得手段、前記通信手段、前記制御手段以
外への電源供給をオフとし、前記電源制御手段による電源供給オフ後、前記制御手段によ
り、所定の継続時間の間に、所定のタイミングで前記通信手段を起動し、前記所定の継続
時間内に前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信すると
、位置情報を取得し、取得された位置情報を前記通信手段によりネットワークを介して他
の端末もしくは監視装置へ送信するようにしたので、低電力とすることができることから
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、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向
上させることができるという利点が得られる。
【００５５】
　また、請求項１２記載の発明によれば、前記電源制御手段により電源供給をオフとする
前に、電源が切断されることを表示手段に表示するようにしたので、低電力とすることが
できることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、位置
検索機能を含む通信端末１の電源が切断されたことをユーザに通知されるので、ユーザの
利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００５６】
　また、請求項１３記載によれば、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記制御手
段により、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受信する
待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時にハンドオフ動作と、呼出しゾーン
の移動に伴って位置登録動作が要求される場合には、前記位置登録動作とを継続するよう
にしたので、低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操
作で行うことができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得ら
れる。
【００５７】
　また、請求項１４記載の発明によれば、前記所定の継続時間が満了するまでの間、前記
制御手段により、前記他の端末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージを受
信する待受け状態においては間欠受信を行い、該間欠受信時にハンドオフ動作を継続する
一方、位置登録動作が要求される場合には、該位置登録動作を省略するようにしたので、
低電力とすることができることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うこと
ができ、また、ユーザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
【００６２】
　また、請求項１５記載によれば、電源オフ操作されると、少なくとも、表示手段と操作
手段への電源供給をオフとし、電源供給オフ後、所定の継続時間の間に、所定のタイミン
グで音声通信やデータ通信を行う通信手段を起動し、前記所定の継続時間内に前記他の端
末もしくは前記監視装置からの位置測位要求メッセージの受信有無を監視し、該位置測位
要求メッセージを受信すると、現在位置を示す位置情報を取得し、取得された位置情報を
前記通信手段によりネットワークを介して他の端末もしくは監視装置へ送信し、所定の継
続時間経過後、通信手段への電源供給をオフにするようにしたので、低電力とすることが
できることから、より長時間の位置検索動作を簡便な操作で行うことができ、また、ユー
ザの利便性を向上させることができるという利点が得られる。
 
 
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００８１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００８２】
Ａ．第１実施形態
Ａ－１．第１実施形態の構成
　図１は、本発明の第１実施形態によるの全体システムの構成を示すブロック図である。
図において、通信端末１は、探索対象となる端末である。基地局２は、通信端末１との情
報通信を行う通信先であり、通信端末１に対して位置測定要求を送信し、通信端末１から
の位置測位情報を受信する。ＧＰＳ用衛星３（複数）は、ＧＰＳ信号を送信する衛星であ
る。通信端末１は、ＧＰＳ用衛星３からのＧＰＳ信号を受信して位置情報を取得する。な
お、位置情報に関しては、ＧＰＳ用衛星３からのＧＰＳ信号の誤差情報や基地局２の位置
情報等を受信して、これらに基づいて精度の高い位置情報を算出するようにしてもよい。
【００８３】
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　監視サーバ４は、探索対象の監視及び探索を行うものであって、契約ユーザの要求や緊
急時には緊急対策機関や警察などからの要請を受付け、特定の端末を探索する位置測位要
求を発行する。また、監視サーバ４は、インターネット、公衆回線網、専用網などの通信
網５に接続され、契約ユーザからの位置測位要求を受付け、基地局２を介して特定の端末
（この場合、通信端末１）に位置測位要求を送信し、通信端末１から位置測位結果を基地
局２を介して受信して、通信端末１の位置情報を管理する。
【００８４】
　次に、図２は、本第１実施形態に係る通信端末の構成を示すブロック図である。図にお
いて、通信端末１は、アンテナ１１、無線通信部１２、位置測位部１３、電源キー１４、
ユーザインターフェース部１５、設定保存部１６、制御部１７、表示部１８、スピーカ１
９、マイク２０、電池２１を備えている。
【００８５】
　アンテナ１１は、各種データを送受信する。無線通信部１２は、アンテナ１１を介して
通信先との情報の送受信を制御する。位置測位部１３は、ＧＰＳなどを利用して、通信端
末１の現在位置を測位する。電源キー１４は、通信端末１の電源のオン、オフ機能を操作
することができる電源スイッチであり、押下されることで、本発明の位置測位シーケンス
が起動する（後述）。
【００８６】
　ユーザインターフェース部１５は、ユーザからの入力を受け付ける。設定保存部１６は
、位置測位実施プログラムで用いる位置測位設定情報を記憶している。制御部１７は、本
発明の位置測位シーケンスを実行すべく各部を制御する。表示部１８は、ＬＣＤ等から構
成されており、ユーザに文字や画像を表示する。スピーカ１９は、ユーザに音声を出力し
、マイク２０は、ユーザからの音声を取り込む。電池２１は、各部に電源を供給する。な
お、通信機能以外の電源オフ時には、表示部１８、スピーカ１９、マイク２０には電力を
供給しないようになっている。
【００８７】
Ａ－２．第１実施形態の動作
　次に、上述した第１実施形態の動作について説明する。ここで、図３は、本第１実施形
態において、電源オフ操作時の位置測位動作シーケンスを説明するためのフローチャート
である。なお、本位置測位動作シーケンスは、位置検索主体な低電力な動作モードを設定
した場合に動作する。
【００８８】
　ユーザがキーパッド等のユーザインターフェースを介して電源キー１４を押下すると（
ステップＳ１００）、該イベントを契機に、位置測位設定情報を読み込む（ステップＳ１
０２）。位置測位設定情報の詳細については後述するが、通信端末１の位置測位実施方法
を指定し、当該電源オフイベント発生時の位置測位実施の継続最大時間やタイミング等の
設定情報を含むものとする。そして、タイマの計時を開始する（ステップＳ１０４）。こ
のタイマは、ステップＳ１０２で読み込んだ位置測位設定情報に従った動作をするために
使用され、位置測位動作の継続最大時間や動作タイミングを監視する。
【００８９】
　次に、位置測位や測位結果を送信する通信機能以外の表示部１８、スピーカ１９、マイ
ク２０等の電源をオフにする（ステップＳ１０６）。表示部１８、スピーカ１９、マイク
２０の電源が絶たれるため、ユーザからは通信端末１の電源がオフされた状態に見えるこ
とになる。このように、位置測位、通信機能以外の電源をオフすることで、本シーケンス
動作時の消費電力を最小限に抑えられる効果がある。
【００９０】
　この状態で、例えばＧＰＳ測位アプリケーションを起動し、位置測位部１３により通信
端末１の位置情報を取得する（ステップＳ１０８）。そして、測位した通信端末１の位置
測位情報を、無線通信部２２により当該通信端末１の位置情報を管理する所定の監視サー
バ４に送信する（ステップＳ１１０）。これにより、ユーザにより電源キー１４が押下さ
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れ、電源がオフされた場所の位置情報を監視サーバ４に通知することができる。監視サー
バ４では、通信端末１から位置測位情報を受信して、通信端末１の位置を管理する。監視
サーバ４は、必要に応じて、通信端末１に対して位置測位要求をすることが可能であり、
位置測位要求を受信した通信端末１は、位置情報を監視サーバ４に送信してもよい。
【００９１】
　その後、位置測位要求の受信の有無や、読み込んだ位置測位設定情報に従って正しく位
置情報が送信されたか否かを判断する（ステップＳ１１２）。当該判定処理の詳細につい
ては、図４を参照して後述する。上記判定において、位置測位を実施すると判断された場
合には、ステップＳ１０８に戻り、位置測位、位置情報の送信を繰り返す。一方、上記判
定において、位置情報の送信が正しく行われたと判断された場合には、タイマを停止し（
ステップＳ１１４）、通信機能の電源をオフにする（ステップＳ１１６）。
【００９２】
　次に、図４は、本第１実施携帯に係る位置測位送信判定処理における状態遷移を説明す
るための概念図である。まず、通信端末１は、待受け状態Ｓａ２００にある。待受け状態
とは、基地局を介して通信先との通信がすぐに始められる状態、通信先からの位置測位要
求の受信が可能な状態、あるいは位置測位情報を送信することができる状態である。この
待受け状態Ｓａ２００において、発生するイベントによって、前述したステップＳ１１２
における判定結果がＹＥＳになるかＮＯになるかを決定する。
【００９３】
　待受け状態Ｓａ２００において、上述したステップＳ１０４で計時を開始したタイマ（
経過時間Ｔ）を監視する（Ｓａ２０１）。経過時間Ｔが、上述したステップＳ１０２で読
み込んだ位置測位設定情報の位置測位継続最大時間Ｔｍａｘ未満である場合には、待受け
状態Ｓａ２００を維持する。一方、タイマ監視状態Ｓａ２０１において、経過時間Ｔが、
位置測位設定情報の位置測位継続最大時間Ｔｍａｘ以上である場合には、待受け状態Ｓａ
２００の継続を中止し、ステップＳ１１２の判定結果はＮＯの状態Ｓａ２０３になる。ま
た、待受け状態Ｓａ２００において、通信先から位置測位要求を受信した場合には、ステ
ップＳ１１２の判定結果はＹＥＳの状態Ｓａ２０２になる。
【００９４】
　これにより、位置測位継続最大時間Ｔｍａｘになるまでは、通信先の位置測位要求を受
信し、通信端末１の位置情報を送信することができ、監視サーバ４は、通信端末１の位置
を確認することができることとなる。
【００９５】
　本シーケンス動作時には、既にステップＳ１０６において、通信端末１の表示部１８や
スピーカ１９、マイク２０などはオフとなっており、ユーザは、通信端末１が電源オフの
状態であると認識しているため、音声やデータ、位置測位要求メッセージ以外のメッセー
ジサービス等の発着信動作を不能にすることが望ましい。
【００９６】
　メッセージサービスとは、通信先から特定のメッセージを受信した際に、アプリケーシ
ョンを起動して動作するサービスである。音声やデータ、メッセージサービス等の発着信
を不能にする方法としては、図３の電源オフシーケンス動作時には、音声やデータ発着信
、メッセージサービスなどに関しての動作を無視、またはメッセージの拒否を示す通知を
通信先に対して送信すればよい。すなわち、発着信処理やメッセージ受信に関して、それ
ぞれのアプリケーションの起動を防止し、必要な位置検索機能のみ有効とする。なお、着
信に関する動作を無視するとは、着信にかかわるメッセージを受信して検出しても、その
応答を送信せず、該当着信メッセージを検出しなかったものとして受信処理を継続するこ
ととする。
【００９７】
　本第１実施形態においては、位置測位要求のメッセージを受信したときに限り、測位に
必要なアプリケーションを起動して測位処理を実行するが、その場合であってもユーザに
対して、その測位の実施を通知する表示部１８およびスピーカ１９等のインターフェース
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機能をオフしたままとし、より省電力効果を高めるようにする。
【００９８】
　さらに、待受け状態Ｓａ２００においては、消費電力を低減すべく、規定時間毎に通信
先からの位置検索のための通知メッセージを受信するために間欠受信を実行する。間欠受
信は、連続かつ継続的に受信機能をオンするのでなく、通信端末１に割り当てられた基地
局（例えば基地局２）からの送信スロットタイミングに同期して必要時のみ受信機能を有
効とするものである。この際、待受け先の基地局やセクタを切替えるハンドオフ動作と、
呼出しのための位置登録ゾーンを移動した場合の位置登録動作とを継続することが望まし
い。
【００９９】
　ハンドオフとは、通信端末１が、現在通信をしている基地局よりも隣接の基地局の電波
が強く受信できる場合に、隣接の基地局に通信を切替えることであり、これにより、通信
端末１は、通信を継続しながら基地局間を移動できることになる。ハンドオフは、さらに
基地局内に配置された電波の指向性によって区分されるセクタ間でも行われる。また、通
信システム内では、複数の基地局のカバーするやや広域な単位の呼出しゾーンを管理して
いる。通信システムは、通信端末１が送信する位置登録メッセージによって、通信端末１
が存在するゾーンを登録し、該当ゾーン内の基地局から呼出しを行うことで、移動環境で
の着信を可能としている。
【０１００】
　したがって、通信端末１がこの呼出しゾーンを跨って移動した場合には、新規に位置登
録が必要な状況が発生する場合がある。通常、上記ハンドオフ処理に伴い、基地局から通
知されるゾーンを識別するシステムパラメータにより、位置登録の必要性が通信端末１に
よって判定される。
【０１０１】
　位置登録処理では、通信端末１からの送信が必要なため、電力消費が大きい。よって待
受け状態Ｓａ２００においては、メッセージ着信をより確実するために位置登録を実行す
る設定と、省電力効果をさらに高めるために、受信継続のためにハンドオフを継続するが
、送信を伴う位置登録を省略する設定とが考えられる。
【０１０２】
　また、前述した位置測位設定情報に、位置測位継続最大時間Ｔｍａｘと位置測位送信タ
イミングとに関する情報がある場合には、タイマ監視状態Ｓａ２０１にて、タイマによる
経過時間Ｔが位置測位送信タイミングを示す関数ｆ（）の値と一致したとき（Ｔ＝ｆ（）
）に、ステップＳ１１２の判定結果がＹＥＳとなる状態Ｓａ２０２に移行してもよい。例
えば、待受け状態Ｓａ２００で実行する間欠受信の時間間隔Ｔ１で、ＹＥＳ状態Ｓａ２０
２に移行する場合、経過時間Ｔが時間間隔Ｔ１の整数倍になった時にＹＥＳ状態Ｓａ２０
２に移行するような判定プログラムを適用させることができる。
【０１０３】
　また、ｆ（）にユーザインターフェース部１５からのキー操作を判定に使用することも
考えられる。この場合、待受け状態Ｓａ２００において、ユーザが設定した特定のキー（
図示略）が操作された場合に、位置測位動作や緊急信号を送信するために使用するように
してもよい。
【０１０４】
　前述した位置測位設定情報に、位置測位送信タイミングに関する情報がない場合には、
位置測位継続最大時間Ｔｍａｘの間、通信先からの位置測位要求に従った動作となる。
【０１０５】
　次に、図５は、本第１実施形態に係る位置測位設定情報の一例を示す概念図である。位
置測位設定情報では、本シーケンスにおける位置測位を継続する時間を示す測位継続最大
時間Ｔｍａｘや、位置測位送信タイミングＴ１などを指定することができる。測位継続最
大時間Ｔｍａｘは、前述したステップＳ１０４で開始したタイマの最大時間であり、電源
オフ操作後、待受け状態Ｓａ２００を継続し、位置測位要求に応答できる時間を指定する
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。最大時間を設けることにより、指定した時間だけ本位置測位シーケンスを動作させるこ
とが可能になる。
【０１０６】
　位置測位送信タイミングＴ１は、待受け状態Ｓａ２００時に、測位継続最大時間Ｔｍａ
ｘ未満の間に端末主導で位置測位を実行する場合の位置測位実施タイミングの時間間隔を
指定する。例えば、計時を開始したタイマが、位置測位送信タイミングに指定した時間間
隔の整数倍に一致する場合に位置測位を実行する。
【０１０７】
　但し、端末主導での位置測位動作と通信先からの位置測位要求とが同時に発生した場合
には、通信先からの位置測位動作を優先的に動作させることが望ましい。これは、通信先
から位置測位要求以外に、他のメッセージが埋め込まれる可能性も考えられ、優先的に動
作させることで緊急時など柔軟に対応できると考えられる。端末主導での位置測位を実施
しない場合には、位置測位送信タイミングの設定はなくてもよい。
【０１０８】
　図５（ａ）では、通信端末１の電源オフ操作後、最大１時間、通信先からの位置測位要
求を受け付けることを表している。図５（ｂ）では、通信端末１の電源オフ操作後、１０
分間、通信先からの位置測位要求を受付け、さらに間欠受信を５回実行する毎に位置測位
を行うことを表している。
【０１０９】
　位置測位設定情報は、図１の設定保存部１６に保存され、前述したステップＳ１０４で
読み込むが、通信先からの位置測位要求メッセージに位置測位設定が含まれてもよい。こ
の場合には、通信先から指定された位置測位要求メッセージに含まれる測位継続最大時間
Ｔｍａｘや、位置測位送信タイミングＴ１に従って動作すればよい。例えば、測位継続最
大時間Ｔｍａｘを無限大に設定すると、本シーケンスによる位置測位情報送信を実施する
ことになり、通信端末１の電源限界まで、監視サーバ４は通信端末１の位置を監視できる
。この場合、読み込んだ位置測位設定情報よりも、通信先から受信した位置測位設定情報
を優先することが望ましい。このように、位置登録要求者の要求に合った位置測位方法が
可能になる。
【０１１０】
　次に、図６は、本第１実施形態に係る電源オフのシーケンスを説明するためのフローチ
ャートである。図６（ａ）に示すように、通信端末１の電源が投入されている状態で、ユ
ーザが設定した設定キー（図示略）と電源キー１４を同時に押下すると（ステップＳ２０
０）、電源オフ処理を実行し、通信端末１の通信機能と表示機能への電源供給を停止する
（Ｓ２０２）。
【０１１１】
　これは、位置検索主体モードにおいても、ユーザが電池の消耗を抑えたいときに、位置
測位のための通信機能にも電源供給を停止させる動作である。設定キーは、予め設定され
ている場合や、ユーザが設定する場合が考えられる。ユーザが設定する場合には、設定キ
ーを知られない限り、第三者によって位置測位機能や通信機能の電源をオフにすることを
抑止する効果がある。
【０１１２】
　さらに、設定キーを複数設定し、通信機能と表示機能への電源供給をオフにするための
設定キー（図示略）に加え、緊急設定キー（図示略）を準備することが考えられる。設定
キーと電源キー１４との同時押下時には、図６（ａ）に示す動作を実行する。一方、緊急
時には、図６（ｂ）に示すように、緊急設定キー（図示略）と電源キー１４を同時に押下
すると（ステップＳ３００）、通信端末１の位置情報を監視サーバ４で管理すべく、測位
継続最大時間Ｔｍａｘを無限大にした電源オフ操作時の位置測位動作シーケンスを実行す
る（ステップＳ３０２）。すなわち、この場合には、位置測位設定に関わらず、測位継続
最大時間Ｔｍａｘが無限大になり、通信端末１の電源限界まで位置検索を実行できるモー
ドとし、より位置検索主体の動作を実行することも可能となる。
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【０１１３】
　上述したように、設定キーもしくは緊急設定キー（いずれも図示略）と電源キー１４と
を同時に押下することにより、通信端末１の通信機能と表示機能への電源供給を停止する
場合には、図７に示すように、通信端末１の表示部１８に電源が切れることを表示する。
これにより、位置検索機能を含む通信端末１の電源が切断されたことをユーザに通知でき
、利便性を向上させることができるという効果がある。
【０１１４】
　なお、上述した本第１実施形態は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲を
実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、
他の様々な態様で本発明を実施できる。例えば位置情報の通知先や、位置測位要求メッセ
ージの発信元は監視サーバ４でなくネットワークを介して対向する他の通信端末であって
もよい。
【０１１５】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図８は、本第２実施形態による通信端
末の構成を示すブロック図である。なお、図２に対応する部分には同じ符号を付けて説明
を省略する。図において、時計ＩＣ４１は、制御部１７に接続され、カレンダ機能を備え
ており、バックアップ電池４２により駆動される。
【０１１６】
　次に、本第２実施形態の動作について説明する。ここで、図９は、本第２実施形態での
電源オフシーケンスを説明するためのフローチャートである。電源キー１４による電源オ
フ操作が検出されると（ステップＳ４００）、表示部１８に電源オフのアニメーションを
表示するとともに、設定保存部１６から位置測位設定情報を読み込む処理およびデータバ
ックアップ処理を含む電源オフ処理を実行する（ステップＳ４０２）。次に、制御部１７
を除く、無線通信部１２～マイク２０の各部への電源供給をオフにする（ステップＳ４０
４）。
【０１１７】
　ここでの位置測位設定情報は、少なくとも時刻あるいは時間指定を含む。そのパターン
は、１日の特定の時間帯を示す場合、あるいは電源オフ操作が実行された時刻から所定の
経過時間を示す場合のいずれかとする。制御部１７を除く各部の電源供給をオフした後、
制御部１７は、電源オンの起動要求を待つか、位置測位設定情報により指定される時刻も
しくは経過時間を待つ、スリープ状態に移行する（ステップＳ４０６）。
【０１１８】
　スリープ状態においては、定期的に時計ＩＣ４１の時刻データを読み込むことによって
指定時刻を検知するようにしてもよいし、あるいは時計ＩＣ４１に対して、指定時刻とな
った場合に割込みをかけるように設定してもよい。また、電源オンの起動要求は、図示し
ない電源オン回路によって生成されるものとし、同回路により、あわせて制御部１７の初
期化に必要な電源供給を開始、保持するものとする。制御部１７は、電源オン時の起動要
求により初期化され、位置測位設定情報に従う動作についても、これを解除する。
【０１１９】
　次に、スリープ状態における位置測位設定情報に基づく動作について説明する。制御部
１７は、時計ＩＣ４１のカレンダ機能により通知される時刻データに基づいて、設定され
た時間帯の期間あるいは所定時間経過後に、さらにタイマ処理に管理される継続時間の間
、位置測位要求のメッセージを待受ける状態を継続するように、無線通信部１２、位置測
位部１３の電源をオン状態とし、その動作を制御する。
【０１２０】
　この待受け状態において位置測位要求を受信した際には、位置測位アプリケーションを
起動し、自動的に測位処理を行い、位置情報を要求先に送信する。このとき、通常の電源
オン時とは異なり、測位状況を含む通信端末１の状態表示あるいは音響による通知を行わ
ない。そのために表示部１８、スピーカ１９への電源供給は行わないものとする。
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【０１２１】
　本第２実施形態において、位置測位要求のメッセージを待受ける状態における、ハンド
オフおよび位置登録処理に関する対応、および位置測位要求を除く着信メッセージに対す
る対応については、前述した第１実施形態における待受け状態Ｓａ２００と同等としてよ
い。この待受け状態Ｓａ２００における、着信に対する確実性と省電力効果については第
１実施形態とほぼ同等である。時計ＩＣ４１による増分はあるが、これは汎用的なＩＣで
数μＡと予想される。
【０１２２】
　上述した第２実施形態によれば、通信端末１は、電源オフが実行されると、予め設定保
存部１６に保存されている位置測位設定情報に設定された時刻条件で位置測位要求の受信
動作を行い、指定時刻以外は上記スリープ状態となる。これにより、低消費電力な、測位
主体の動作モードを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の第１実施形態によるの全体システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本第１実施形態に係る通信端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本第１実施形態において、電源オフ操作時の位置測位動作シーケンスを説明する
ためのフローチャートである。
【図４】本第１実施携帯に係る位置測位送信判定処理における状態遷移を説明するための
概念図である。
【図５】本第１実施形態に係る位置測位設定情報の一例を示す概念図である。
【図６】本第１実施形態に係る電源オフのシーケンスを説明するためのフローチャートで
ある。
【図７】通信端末１の通信機能と表示機能への電源供給停止時の表示部による通知例を示
す模式図である。
【図８】本第２実施形態による通信端末の構成を示すブロック図である。
【図９】本第２実施形態での電源オフシーケンスを説明するためのフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　通信端末
　２　基地局
　３　ＧＰＳ用衛星
　４　監視サーバ
　５　通信網
　２１　アンテナ
　２２　無線通信部（通信手段）
　２３　位置測位部（位置情報取得手段）
　２４　電源キー（操作手段）
　２５　ユーザインターフェース部
　２６　設定保存部（記憶手段）
　２７　制御部（電源制御手段、制御手段）
　２８　表示部（表示手段）
　２９　スピーカ
　３０　マイク
　３１　電池
　４１　時計ＩＣ
　４２　バックアップ電池
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