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が保持する第 端末 ( 1 2 1 ) の位置を検出する第 位置検出部 ( 1 1 1 ) と、第 2 位置検出部 ( 1 1 1 で検
出された位置を基準として子供 の位置に関する情報を通知 しなぃ通知制御領域を決定する通知制御領域決定部
( 1 1 4 ) と、子供 の現在位置から通知制御領域までの移動経路を予測する第 1移動先予測部 ( 1 3 8 ) と、予

測された移動経路を子供 が移動 した場合に通知制御領域に到達するまでに要する回帰所要時間を算出する回帰所
要時間算出部 ( 1 1 3 ) と、現在時刻から回帰所要時間を経過 しなぃ間は通知を抑制し、回帰所要時間を経過 して
も子供 が通知制御領域に到達 しなぃ場合は通知を許可する通知制御部 ( 1 0 6 ) を備える。



通知システム、通知装置および通知方法

技術分野

０００1 保護者等の保護を必要とする人などに端末を携帯させ、一定の条件の下で、携帯

端末の位置に関する情報や警報などを保護者等の端末に通知する通知システム、

通知装置ぉょび通知方法に関する。

背景技術

０００2 従来、子供の防犯装置として、あらかじめ通学路等の行動を許可する範囲を設定し

、当該許可する範囲から子供が離れた場合、異常があったものとみなして現在の子

供の位置等を通知するシステムがある (特許文献 参照)。これにょれば、通学路など

のあらかじめ設定された範囲から子供が離れた場合、例えば第三者に誘拐された可

能性があるとして、親などの子供を保護する立場にある人へ通知することで、犯罪を

いち早く通知することが可能となる。

０００3 また、親機と子機から構成され、両端末の距離を検出し、距離が一定以上離れた場

合、親機または子機に警報を発して両端末が離れた旨を知らせる装置がある (特許

文献2参照)。これにょれば、例えば親が子供を公園等で遊ばせている間、一定の距

離離れた場合に通知することで、子供が道路へ飛び出したりすることを未然に防ぐこ

と等が可能となる。

特許文献1 特開2００3 74396号公報

特許文献2 特開2００3 ０9 47号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 しかし特許文献 に開示された発明は、子供の位置が所定の設定範囲内か否かを

判定して防犯機能を作動させるため、設定範囲外では常に防犯機能が作動してしま

い、使い勝手が悪い場合もある。例えば設定範囲外であっても、友達や先生等と同

行して移動している間は防犯装置を作動させないのが好ま 、場合もある。さらには

、このょぅに少しでも設定範囲を出た場合にすぐに防犯警報等を発してしまぅょぅな装



置の場合、このよぅな動作を防ごぅとして、結局いつも機能をオフにしてしまい、いざと

いぅ場合に防犯機能が働かないとレづ不都合が生じることもある。

０００5 また、特許文献2に開示された発明も、子機と親機との距離を検出し、距離が一定

以上離れたら常に警報を発してしまい、例えば設定された距離を少しでも離れた場

合は常に警報を発してしまぅため、非常に使い勝手の悪いものとなってしまぅ。さらに

はこのよぅな動作を防ごぅとして、機能をオフにしていまい、いざとレづ場合に防犯機

能が働かないとレづ不都合が生じることもある。

言果題を解が『するための手段

０００6 上記課題を解決するため、本発明の通知システムは、端末を保持するユーザの移

動経路に基づいて、当該ユーザの位置に関する情報を他の端末に対して通知する

通知システムであって、第 ユーザが保持する第 端末の位置を検出する第 位置検

出手段と、第2ユーザが保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出手段と、前

記第2位置検出手段で検出された位置を基準として、前記第 ユーザの位置に関す

る情報の通知を行わない地図上の領域である通知制御領域を決定する通知制御領

域決定手段とを備えることを特徴とする。

０００7 なお、本発明は、このよぅな通知システムとして実現することができるだけでなく、こ

のよぅな通知システムを構成する通知装置として実現したり、このよぅな通知システム

が備える特徴的な手段をステップとする通信方法として実現したり、それらのステップ

をコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりすることもできる。そして、その

よぅなプログラムは、C 等の記録媒体やインターネット等の伝送媒体を介し

て配信することができるのは言ぅまでもない。

発明の効果

０００8 本発明によれば、通知システムは、一定の時間、子供である第 ユーザの位置に関

する通知を抑制するので、通知を受ける側のユーザも通知による煩わしさを低減する

ことができる。この結果、通知を受ける側のユーザが、端末の電源を切ってしまぅよぅ

なことを防止し、子供等の特に見守りや防犯に関する通知を適切に行ぅことが可能と

なる。



図 図 は、本発明の実施の形態 における通知システム全体の構成を示すシステ

ム構成図である。(実施の形態 )

図2 図2は、第 端末、第2端末、第3端末を有したそれぞれ子供 、親C、および友

人 の位置を示した図である。(実施の形態 )

図3A 図3 は、第 位置検出部で検出される位置情報を数値で示したものである。(

実施の形態 )

図3B 図3 は、第2位置検出部で検出される位置情報を数値で示したものである。(

実施の形態 )

図3C 図3Cは、第3位置検出部で検出される位置情報を数値で示したものである。(

実施の形態 )

図4 図4は、図3と同様、子供の移動と安全エリアとの関係を示した図である。(実施

の形態 )

図5 図5は、通知部によって、例えば親の保持する第2端末等に子供 が友人 の

通知制御領域を離れた旨の通知を行ぅ一例を示した図である。(実施の形態 )

図6 図6は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱した後、帰宅するまでの移動経

路と回帰所要時間との関係を示す図であり、図4と同様、子供 が友人 と華町 交

差点で別れたことを地図で表したものである。(実施の形態 )

図7 図7は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱してから回帰所要時間である 5

分経過しても自宅へ帰宅していないため、親の端末 (第2端末)へその旨と子供の位

置情報を通知する一例を示した図である。(実施の形態 )

図8 図8は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱したことをトリガとし、回帰所要時

間に基づいて子供 の位置に関する通知制御を行ぅ場合の処理手順を示すフロー

チヤートである。(実施の形態 )

図9 図9は、子供の保持する第 端末と、親の保持する第2端末のみで閉じたシステ

ムにおいて通知制御を行ぅ場合の第 端末の最小構成を示すブロック図である。(実

施の形態 )

図1０図 ０は本変形例を実現するためのシステム構成図である。(実施の形態 )

図11 図 、遠回り度算出部で算出される遠回り度を説明するための図である。



実施の形態

図12 図 2は、子供 が図皿に示した経路を移動した場合の遠回り度の計算方法

を示す表である。(実施の形態 )

図13 図 3は情報提供規則蓄積部に蓄積された情報提供規則の一例を示す表で

ある。(実施の形態 )

図14 図 4は、遠回り度に応じた通知制御の一例を説明するための図である。(実

施の形態

図15 図 5は、図 3で説明した遠回り度に応じた通知制御を行ぅための処理手順を

示すフローチヤートである。(実施の形態 )

図 A 図 6 は、地図情報蓄積部に蓄積されている各ノードに関する情報を示す

表である。(実施の形態 )

図16B 図 6 は、ノード間をつなぐ各リンクに関する情報を示す図である。(実施の

形態 )

図17 図 7は、電車またはバスなどを利用して目的地まで移動する際の待ち時間を

考慮に入れた遠回り度の算出方法の一例を示す図である。(実施の形態 )

図18 図 8は、図 7に示した遠回り度の算出方法の計算内容を示す表である。(実

施の形態 )

図19 図 9は、待ち時間を考慮して遠回り度を算出する場合の処理手順を示すフロ

ーチヤートである。(実施の形態 )

図2０図2０は、遠回り度の履歴を蓄積し、蓄積された遠回り度の傾向に基づいて遠

回り度の閾値を変更する本実施例における通知装置の構成を示す図である。(実施

の形態 )

図2 1 図2 は、遠回り度蓄積部に蓄積される遠回り度の履歴の一例を示す図である

。(実施の形態 )

図2 2 図2 2は、遠回り度の履歴から平均値および標準偏差を用いて通知制御を行ぅ

場合の情報提供規則の一例を示す図である。(実施の形態 )

図2 3 図2 3は、遠回り度の履歴を用いて通知制御を行ぅ場合の処理手順を示すフロ

ーチヤートである。(実施の形態 )



図24 図24は本実施の形態2における通知システムの構成を示す図である。(実施

の形態2)

図25 図25は、図4等と同様、第 端末を保持する子供 が帰途につき、第3端末を

保持する友人 の通知制御領域から離脱した状況を示す図である。(実施の形態2)

図26 図26は第4端末の第4移動先予測部に備えられたスケジュールの一例を示し

た図である。(実施の形態2)

図27 図27は、第 端末へ通知された第4端末の位置と第4端末までの回帰所要時

間3分 (2００メートル) との表示の一例を示した図である。(実施の形態2)

図28 図28は、第 端末と第3端末との離脱を判定する手順を示すフローチャートで

ある。(実施の形態2)

図29 図29は、第 端末が第3端末の通知制御領域から離脱した後、第4端末を保

持する友人 との同行の可否を判定する手順を示すフローチャートである。(実施の

形態2)

図3０図3０は、本実施の形態2の通知システムの最小構成を備える第 端末の構成

を示す図である。(実施の形態2)

図3 1 図3 は、複数の第三者の端末の移動先を予測し、予測された移動先までの

移動経路と第 端末の移動経路との一致度を判定する移動先一致度判定部を備え

た第 端末の構成を示す図である。(実施の形態2)

図32 図32は、図26等と同様、友人 と離脱した子供 と同行する第三者となりぅる

友人C、友人 の位置関係を示した図である。(実施の形態2)

図33 図33は、図32に示す位置関係において、同行者を友人Cとして判定し、その

地点で合流 (つまり同行開始位置となる) させたその後の状況を示す図である。(実施

の形態2)

図34 図34は、子供 と行動をともにできる距離がより長くなる第三者を同行者と判

定する場合の処理手順を示すフローチャートである。(実施の形態2)

図35 図35は、図32に示す位置関係とその後の移動を示すダイヤグラムである。(

実施の形態2)

図36 図36には、子供 が一人になった時点における地点で友人Cに待ってもらい



6時35分に子供 と友人Cが合流した旨を示している図である。(実施の形態2)

図37 図37は、同行者として判定された友人Cがその地点で待つのではなく、そのま

まの速度で移動を行った場合に、子供 が速度を速め追いついた後、同行して移動

した旨を示すダイヤグラムを示したものである。(実施の形態2)

図38 図38は、両者のその後の移動を考慮した同行者判定および同行開始位置を

算出する場合のシステム構成図である。(実施の形態2)

図39 図39は図32等と同様、子供 等の位置関係を地図で示したものである。(実

施の形態2)

図4０図4０は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱した後、最大速度で移動した

場合に、より長く行動をともにできる第三者を示す図である。(実施の形態2)

図41 図4 は、子供 が最大速度で移動した場合に、より長く行動をともにできる第

三者を探す手順を示すフローチャートである。(実施の形態2)

図42 図42は、本システムの実際に使用されるハード構成の一例を示したものである

。(実施の形態2)

図43 図43は同行を促す通知の制御を説明するための図である。(実施の形態2)

図44 図44は高学年者の保持する端末に対して、同行可能な低学年者との同行を

促す通知の一例を示す図である。(実施の形態2)

図45 図45は同行を促す通知の制御を説明するための図である。(実施の形態2)

図46 図46は、高学年者に対しては、遠回り度の閾値の範囲内で低学年者との同行

を促す場合の移動経路の一例を示す図である。(実施の形態2)

図47 図47は、より人数の多い集団に子供 を同行させるとした場合の移動経路の

一例を示す図である。(実施の形態2)

図48 図48は本変形例のシステムの構成を示す図である。(実施の形態2)

符号の説明

０ 第 位置検出部

０2 第 位置情報送信部

０4 第 位置情報受信部

０5 離脱判定部



通知制御部

通知部

第2位置情報受信部

第3位置情報受信部

時計部

第2位置検出部

第2位置情報送信部

回帰所要時間算出部

通知制御領域決定部

第Ⅰ端末

第2端末

サ一バ

第4端末

出発地検出部

経路コスト算出部

遠回り度算出部

情報提供規則蓄積部

到着地判定部

遠回り度蓄積部

閾値算出部

第 移動先予測部

第3端末

第3位置検出部

第3位置情報送信部

地図情報蓄積部

第4位置検出部

第4位置情報送信部

第4移動先予測部



48 第4位置情報受信部

49 同行者判定部

5０ 同行開始位置算出部

5 移動先一致度判定部

52 移動速度算出部

53 最大移動速度算出部

発明を実施するための最良の形態

００11 (実施の形態 )

図 は、本発明の実施の形態 における通知システム全体の構成を示すシステム構

成図である。第 端末 2０は例えば子供が所有し(以下、子供 とする) 、子供の移動

に伴ぅ位置を検出する装置であり、第 位置検出部 ０、第 位置情報送信部 ０2

第 移動先予測部 38を備える。

００12 第2端末 2 は例えば親が所有し(以下、親Cとする) 、第2位置検出部 、第

位置情報送信部 2を備える。

００13 第3端末 4 は例えば子供 の友達 (以下、友人 とする) が所有し、第3位置検出

部 42、第3位置情報送信部 43を備える。

００14 サ一バ 22は、第 位置情報受信部 ０4、離脱判定部 ０5、通知制御部 ０6、通

知部 ０7、第2位置情報受信部 ０8、第3位置情報受信部 ０9、日き計き ０、回帰

所要時間算出部 3および通知制御領域決定部 4を備える。

００15 第 位置検出部 ０、第2位置検出部 、第3位置検出部 42は端末の現在位

置を検出する手段である。例えば各端末に備えられたGPSアンテナ等により構成さ

れ、ュ一ザの現在位置を示す緯度経度情報を検出する。

００16 図2は、第 端末 2０、第2端末 2 、第3端末 4 を有したそれぞれ子供 、親C

、および友人 の位置を示した図である。子供 と友人 が華町小学校を出て帰宅す

る際の移動を地図上に示したものである。また、親Cは自宅にいることを示している。

それぞれ第 位置検出部 ０、第2位置検出部 、第3位置検出部 42はそれぞ

れの端末の移動に伴い、所定の時間間隔で位置を検出する。ここでは、第 端末で

検出された位置情報を三角印で表し、第3端末 4 で検出された位置情報を丸印で



表している。なお、親は自宅に滞在していることとし、ここでは印を省略する。例えば

GPS等は屋内では検出できないため、例えば屋内にある所定のセンサーで自宅に

いることを検出することとしてもよいし、あるいは最後にGPS によって検出された屋外

での位置情報をもとに地図情報を用いてマッチングを行ぅことにより、自宅に滞在して

いると判定することとしてもよい。

００17 また、第 端末 2０における第 移動先予測部 38は、第 端末 2０の移動先を予

測する手段である。例えば携帯電話等にはスケジュール帳を有するものも多く、第

端末 2０の将来の移動先を例えばこのスケジュール帳から予測するものとする。ある

いは、それまで検出された位置情報より線形的に移動方向を予測するものとしてもよ

い。さらには、今まで検出された位置情報を蓄積しておき、この履歴から所定時間後

の将来の移動先を予測することとしてもよい。そして第 移動先予測部 38は、予測

された移動先を第 位置情報送信部 ０2によってサ一バ 22へと送信する。ここでは

自宅までの経路が第 端末 2０を保持する子供 の移動先と予測されているとする。

００18 図3 、図3 および図3 は、それぞれ第 、第2および第3位置検出部で検出され

る位置情報を数値で示したものである。例えばGPSで構成された第 、第2および第

3位置検出部は緯度経度で位置情報を検出する。

００19 第 位置情報送信部 ０2、第2位置情報送信部 2、および第3位置情報送信部

43は、それぞれの端末で検出された前記位置情報を、通信回線を利用してサ一バ

22へと送信する手段である。そしてサ一バ 22に備えられた第 位置情報受信部

０4、第2位置情報受信部 ０8、第3位置情報受信部 ０9で位置情報を受信し、本実

施の形態で示す一連の処理をサ一バ 22で行ぅ。

００2０ 離脱判定部 ０5は、前述の第 受信部 ０4、第3受信部 ０9で受信された各端末

の位置情報をもとに、第 端末 2０と第3端末 4 の離脱の判定を行ぅ手段である。

例えば第3端末 4 の位置を中心として半径 ００メートル等の所定の領域 (以下、通

知制御領域と呼ぶ) 内か否かを判定し、通知制御領域外の場合、友人 と離脱したと

判定する。

００2 1 図4は、図3と同様、子供の移動と安全エリアとの関係を示した図である。図4にお

いて通知制御領域を斜線でハッチングした円で示す。華町小学校を出た子供は、友



人 と同行して帰宅しているため、しばらくの間、友達の通知制御領域にいると判定さ

れている。一方、華町 交差点で子供 は直進し、友人 は右折をし、二人は離れて

別々の帰路へつこぅとしている。ここで第 端末 2０を保持する子供 は、第3端末

4 を保持する友人 の通知制御領域を離れており、離脱と判定されることとなる。

００22 通知部 ０7は、第 端末 2０を保持する子供 が友人 と離脱して一人になった場

合、危険があるとして第2端末 2 を保持する親Cや、子供パトロールなどのあらかじ

め登録された第三者に対して、子供が現在いる位置などを通知制御部 ０6の制御の

もと通知する手段である。

００23 図5は、通知部 ０7によって、例えば親の保持する第2端末 2 等に子供 が友人

の通知制御領域を離れた旨の通知を〒ぅ一例を示した図である。携帯電話の画面

に通知制御領域を離れたことと、その際の子供の位置情報が地図で示されている。

００24 一般的に子供が誘拐などの危険にさらされる状況としては、子供が一人になった場

合に起こることが多い。これは犯人が、子供が一人になるのを見計らって犯行に及ぶ

ことが多いからである。また、たとえ普段よく通る通学路等であっても犯行は行われ、

つまり地理的な要因以上に、子供が一人であるか否かが子供に危険が及ぶ大きな

要因となる。そこで本発明における位置情報の通知は、離脱判定部 ０5による子供

が友達と離れたか否かの情報をトリガに行ぅ。

００25 しかしながら、子供が友達と別れて帰ろぅとする場合に、一人になったからといって

常に危険として通知したのでは、大変使い勝手の悪いものとなってしまぅ。例えば友

人らと一緒にいるにもかかわらず、たまたま当該友達の通知制御領域を少しでも外れ

た場合、すぐに通知してしまぅとレづ誤動作を起こすことになる。つまり図5に示すよぅ

な通知が、子供が通知制御領域を離れるたびに通知されることとなってしまぅ。このよ

ぅな場合、親Cは、誤動作を防ごぅとして装置の電源をオフにするなどして防犯機能を

停止してしまい、必要なときに機能しないとレづ結果をも招いてしまぅことにもなりかね

ない。子供の安全確認を〒ぅための位置情報の通知等は必要ではあるが、一方で特

に異常でないにもかかわらず頻繁に行われるのはかえって煩雑であり、必要最小限

に制御するのが望ましい場合もある。

００26 そこで本実施の形態ではさらに、例えば自宅に滞在する親などの第2端末 2 を検



出し、第2端末 2 の通知制御領域に達するまでに要する所要時間 (以下、回帰所

要時間とする)を算出し、回帰所要時間を経過しても通知制御領域に達しない場合

にはじめて通知することとする。本例の場合、第2端末 2 を保持する親Cは自宅に

滞在しているため、自宅までの回帰所要時間を算出し、回帰所要時間を経過しても

帰宅しない場合にはじめて通知することとなる。

００27 第2位置情報受信部 ０8は検出された第2端末 2 の位置情報を受信する手段で

ある。

００28 通知制御領域決定部 4は前記第2位置検出手段で検出された位置を基準として

、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の通知を行わない地図上の領域である通知

制御領域を決定する通知制御領域決定手段に相当し、第2位置情報受信部 ０8で

受信された第2端末 2 の位置をもとに通知制御領域を決定する。また回帰所要時

間演算部 3は、検出された第2端末 2 までの所要時間を算出する手段である。

そして回帰所要時間演算部 3で算出された回帰所要時間と、時計き日 ０における

時刻をもとに通知制御部 ０6において通知を制御する。例えば、地図情報蓄積き

44に蓄積された地図情報をもとに回帰所要時間を算出することとする。以下、具体

例を用いて説明する。

００29 図6は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱した後、帰宅するまでの移動経路と

回帰所要時間との関係を示す図であり、図4と同様、子供 が友人 と華町 交差点

で別れたことを地図で表したものである。図4と同様、第3端末 4 を保持する友人

と別れ、友人 の通知制御領域を離脱したことを示している。ここで通知制御領域決

定部 4は、第2位置情報受信部 ０8で検出された親Cが保持する第2端末 2 の

位置をもとに通知制御領域を決定する。例えば本例の場合、親Cは自宅に滞在して

おり、この自宅が通知制御領域と決定されるとする。さらに回帰所要時間算出部 3

は、自宅までの所要時間を算出する。例えば地図情報蓄積部 44に蓄積された地

図情報であって経路の所要時間 (経路コスト)をもとにトータルの所要時間を演算する

こととする。

００3０ 地図情報は交差点や施設等のノードと、ノードとノードを結ぶリンクの構造 (道路ネ

、ソトワークとレづ)で地図情報を蓄積しているのが一般的である。またこれら道路ネット



ワークにはリンク間のコストを距離や所要時間で蓄積しているのが一般的である。本

発明に示す地図情報も例えば同様に道路ネットワークを有するものとする。例えば図

6には交差点 「華 町交差点」と「華2町交差点」間の距離は6００ となっている。また

「華2町交差点」と「自宅」までの距離は6００ となっている。徒歩における一般的な

速度は分速8０ であり、したがってここでは自宅まで徒歩 5分 ( 2００ 十分速8０

) と演算されている。そこで通知制御部 ０6は、子供 が友人 の通知制御領域を

離脱しているが、 5分後には自宅に回帰すると推定されるため、 5分間は通知を行

わない制御をする。子供の防犯とレづ観点からすると、一人になった場合、常に警告

や親への通知をするのが望ましい場合もあるが、一方、このよぅなシステムの場合、少

しでも一人になった場合は常に作動してしまい、通知が頻繁となり、最終的に機能を

オフにするなど肝心なときに動作しないとレづ結果を招く場合もある。そこで確かに子

供 は友人 と離れて一人にはなっているが、一方、帰宅しよぅとしているため、わざ

わざ通知を行わないとすることで、誤動作を防ぐ効果もある。

００3 1 一方、 5分を経過しても通知制御領域である自宅へ帰宅していない場合は通知を

行ぅこととする。本来 5分で帰宅する予定の子供が、 5分を経過しても帰宅しない場

合、何か普段と異なる事象が発生した可能性が高い。そこで本実施の形態では、回

帰所要時間を経過した場合に通知を〒ぅこととする。

００32 図7は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱してから回帰所要時間である 5分

経過しても自宅へ帰宅していないため、親の端末 (第2端末 2 )へその旨と子供の

位置情報を通知する一例を示した図である。図7において子供 は華町2交差点を

直進し、ヤマダ本屋へ立ち寄っていることを示している。

００33 なお、上記に示すよぅに防犯機能とレづ面では、フェールセーフの観点から子供が

一人になった場合、常に通知するほぅが望ましい。そこで友人 の通知制御領域を離

脱して一人になった場合、図5のよぅに、まずは親へ子供の位置情報等を一端通知し

、さらに回帰所要時間を経過しても帰宅しない場合、図7のよぅに再び通知を〒ぅこと

としてもよい。

００34 なお、本実施の形態では回帰所要時間を移動経路をもとに算出したが、これに限

ったものではない。例えば親等が適宜設定することとしてもよい。あるいは、端末を有



する子供の移動速度を考慮することとしてもよい。移動する速度は必ずしも一定では

なく、また子供によっても大きく異なる場合もある。特に防犯機能とレづ面では、より正

確に回帰所要時間を算出する必要が生じる場合もある。そこで端末を有する子供に

応じて移動速度を考慮し回帰所要時間を算出することとしてもよい。また、必ずしも帰

宅経路を一定の速度で移動するとは限らず、子供は寄り道をしたり、立ち止まったり

して道草を食ぅよぅなことも多々ある。そこで所定の許容時間を考慮してこの回帰所要

時間を算出することとしてもよい。

００35 図8は、子供 が友人 の通知制御領域を離脱したことをトリガとし、回帰所要時間

に基づいて子供 の位置に関する通知制御を〒ぅ場合の処理手順を示すフローチヤ

ートである。本実施の形態に示す動作フローを、図8に示すフローチヤートを用いて

説明する。

００36 まず、第 位置検出部 ０において第 端末 2０の位置情報を検出する (ステップ

S ０ )。また第 移動先予測部 38において移動先を予測する (ステップS ０2)。そ

して第 位置情報送信部 ０2において位置情報および予測移動先 ( 目的地)をサ一

バ 22へと送信する (ステップS ０3)。同様に、第2位置検出部 において第2端

末 2 の位置情報を検出する (ステップ ０4)。検出された第2端末 2 の位置情

報をサ一バ 22へ送信する (ステップS ０5)。同様に第3端末 4 の位置情報を検

出し(ステップS ０6) 、位置情報をサ一バ 22へ送信する (ステップS ０7)

００37 サ一バ 22側において、第 端末 2０の位置情報および予測移動先を受信する (

ステップS ０8)。同様に第2端末 2 の位置情報を受信する (ステップS ０9)。そし

て第3端末 4 の位置情報を受信する (ステップS ０)

００38 次に受信された第 端末 2０の位置が、第3端末 4 の通知制御領域か否かを判

定し(ステップ ) 、第3端末 4 の通知制御領域内の場合 (ステップ の e

s ) は再びステップS ０へ戻り、第 端末 2０の位置を検出する。一方、第3端末 4

の通知制御領域外の場合 (ステップ の o)は、第2位置情報受信部 ０8で受

信された第2端末 2 の位置より、通知制御領域決定部 4において通知制御領域

を算出する (ステ、ソプS 2 。本実施の形態では、例えば子供 の移動先は自宅と

予想されており、当該 自宅には第2端末 2 を保持する親Cが滞在している。したが



って自宅が通知制御領域として算出されることとする。次に回帰所要時間算出部皿

3において、自宅までの所要時間を演算する (ステップS 3)。そして通知制御部 ０

6において、所要時間を経過したか否かを判定する (ステップS 4)。所要時間を経

過していない場合 (ステップS 4の o)、ループを繰り返す。一方、所要時間を経

過した場合 (ステップS 4の es)、その位置が通知制御領域内 (つまり自宅)か否

かを判定し(ステップS 5) 、通知制御領域内 (つまり自宅)である安全地点へ到着

している場合 (ステップS 5の es)終了する。一方、安全地点へ到着していない場

合 (ステップS 5の o)、通知部 ０7において位置情報を通知する (ステップS 6

００39 (最小構成)

なお、本実施の形態において回帰所要時間を算出して通知の制御を〒ぅきっかけ

としては、システムに第3端末 4 を加え、この第3端末 4 との位置関係から離脱か

否かの判定を行い、この離脱の判定をトリガとした。つまり、第3端末 4 を保持する

友人 と離脱した場合に自動的に親Cのいる自宅までの帰宅時間を算出して通知制

御を〒ぅこととした。これは、子供が一人でいるか否かとレづ状況が、子供が危険にさ

らされる一番の要因であるためである。しかし、通知制御のきっかけはこれに限ったも

のではない。例えば、子供 や親Cの自らの操作によって行ったり、任意のタイミング

で行ったりすることも可能であり、したがって必ずしも第3端末 4 等は必要な構成で

はない。例えば、第 端末 2０を保持する子供 が、帰宅時に自ら通知制御の操作

を 、竹 、親Cが滞在する自宅までの回帰所要時間以内に帰宅しない場合に通知す

ることとしてもよい。

００4０ また、本実施の形態では、各端末で検出される位置情報を一且サ一バに送信し、

これら一連の処理をサ一バ側で行ぅ形態で説明を行ってきた。これは、各処理が膨

大な計算量になる場合もあり、電力の限られた各端末でこれらの処理をすべて行ぅの

は不適切な場合もあり、各端末は自分の位置を検出する最小限の処理のみを行い、

一連の処理はサ一バで行ぅのが好ましい場合があるからである。しかし、必ずしもこの

構成に限ったものではない。例えば、第 端末 2０と第2端末 2 のみで閉じた最少

のシステム構成で行ぅことも可能である。例えば、子供 が保持する第 端末 2０に



おいて、親Cの保持する第2端末 2 の位置情報を検出し、回帰所要時間算出部

3で親のいる場所までの時間を算出し、算出された時間を用いて通知の制御を行ぅ

ことも可能である。例えばサ一バと各端末のシステム構成では、システムが巨大なも

のとなり、費用や導入、メンテナンスの面でも大掛かりなシステムとなりがちであるが、

一方、子供の保持する第 端末 2０と、親の保持する第2端末 2 のみで閉じた装

置ならば、比較的システムも簡易であり、費用もかからずに、一方で子供の防犯の役

割を果たすことが可能となる。以上の点を鑑みると、つまり本発明は、図9に示す構成

要素によって実現可能である。

図9は、子供の保持する第 端末 2０と、親の保持する第2端末 2 のみで閉じた

システムにおいて通知制御を行ぅ場合の第 端末 2０の最小構成を示すブロック図

である。本発明の通知システムは、端末を保持するュ一ザの移動経路に基づいて、

当該ュ一ザの位置に関する情報を他の端末に対して通知する通知システムであって

、第 ュ一ザが保持する第 端末の位置を検出する第 位置検出手段と、第2ュ一ザ

が保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出手段と、前記第2位置検出手段

で検出された位置を基準として、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の通知を行わ

ない地図上の領域である通知制御領域を決定する通知制御領域決定手段と、前記

第 ュ一ザの現在時刻以降の移動経路である、現在位置から前記通知制御領域ま

での移動経路を予測する経路予測手段と、予測された前記移動経路を前記第 ュ
一ザが移動した場合に前記通知制御領域に到達するまでに要する時間を表す回帰

所要時間を算出する回帰所要時間算出手段と、現在時刻から前記回帰所要時間を

経過しない場合は、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の通知を抑制し、現在時刻

から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ、前記第 ュ一ザが前記通知制御領

域に到達していない場合には、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の通知を許可

する通知制御手段とを備える。この第 位置検出部 ０は、第 ュ一ザが保持する第

端末の位置を検出する第 位置検出手段に相当し、第2位置検出部 は、第2ュ
一ザが保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出手段に相当する。第 移動

先予測部 38は、前記第 ュ一ザの現在時刻以降の移動経路である、現在位置から

前記通知制御領域までの移動経路を予測する経路予測手段に相当する。また、回



帰所要時間算出部 3は、予測された前記移動経路を前記第 ュ一ザが移動した

場合に前記通知制御領域に到達するまでに要する時間を表す回帰所要時間を算出

する回帰所要時間算出手段に相当し、通知制御部 ０6は、現在時刻から前記回帰

所要時間を経過しない場合は、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の通知を抑制し

、現在時刻から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ、前記第 ュ一ザが前記

通知制御領域に到達していない場合には、前記第 ュ一ザの位置に関する情報の

通知を許可する通知制御手段に相当する。

００42 すなわち、第 端末 2０は、第 位置検出部 ０で子供 の位置情報を検出し、第

移動先予測部 38によって移動先を予測する。一方、第2位置検出部 で親C

の保持する第2端末 2 の位置情報を検出し、通知制御領域決定部 4で通知制

御領域を決定する。さらに第 端末 2０は、回帰所要時間算出部 3において通知

制御領域までの回帰所要時間を算出し、時計き日 ０で現在時刻を検出して、通知

制御部 ０6で通知制御開始から回帰所要時間を経過しているか否かの判断を行い
、回帰所要時間を経過していれば、第 端末 2０の位置に関する情報を通知部 ０7

により通知し、回帰所要時間を経過していなければ通知を行わないれづ通知の制

御を行ぅこととなる。本構成によって費用等の面でも最小限で、かつ防犯機能を備え

たシステムを構成することができる。

００43 なお、本実施の形態における位置情報通知部 ０7は、所要時間経過後、親等およ

び子供を保護する立場にある第三者などへ位置情報を通知することとした。子供が

回帰所要時間を経過しても帰宅しない場合、子供が誘拐された等、危険が生じてい
るかもしれないため、親または子供を保護する立場にある人等へ子供の位置情報を

通知することで危険をすぐに知らせることが可能となる。一方、所要時間経過後に位

置を通知するのではなく、位置の蓄積を開始することとしてもよい。例えば回帰所要

時間を経過しても子供が帰宅しない場合、子供は寄り道等をしているかもしれず、こ

のよぅな場合、異常通知として親に通知するのではなく、位置情報をサ一バ等へ蓄積

しておくこととしてもよい。後に子供の移動履歴を確認する等が可能となる。

００44 あるいは、通知の際、注意を引く度合を変更する制御を行ぅこととしてもよい。例え

ば、基本的には所定の間隔で第2端末 2 を保持する親へ、第 端末 2０を保持す



る子供の位置情報の通知をするものとする。この際、常に親の注意を引くよぅな通知

では、煩雑な場合もあるため、この基本的な通知は例えばメールで行ぅものとする。

一方、回帰所要時間を経過しても子供が帰宅しない場合は、親の注意を引かせるた

めに音声で通知をする等、通知の様態や程度を制御することとしてもよい。

００45 (変形例 (遠回り度)

なお、前記実施の形態において第2端末 2 を保持する親元までの回帰所要時間

は、予測された移動先経路の経路コストをもとに算出した。具体的には図6に示すよぅ

に華2町交差点を右折して自宅までの経路が経路として予測されており、この経路に

要する時間は地図情報をもとに 5分と算出され、当該所要時間を回帰所要時間とし

ている。しかしながら、ュ一ザは必ずしもこれら予測された経路や最短経路を利用す

るとは限らない。特にュ一ザが子供等の場合、好奇心を満たすため、あるいは友人と

話をするために様々な移動経路を通過し、最終的な目的地に対する移動経路は非

常に多く存在する場合が多い。例えば、気分転換のために普段と違ぅ道を通りたくな

ることや、別の場所に移動する友達と少しでも長く話すために、普段とは別の道を通

ることも多くある。したがって移動経路を例えば予測された経路一つに限定し、あるい
は予測された移動先までの最短経路一つに限定して当該限定された移動経路によ

って算出された回帰所要時間を用いて情報通知を制御するのは必ずしも適切では

ない場合がある。そこで本例では、ュ一ザの目的地までの経路コストと現在位置から

目的地までの経路コストとから、ュ一ザがどの程度遠回りをしているかを示す遠回り

度を算出し、当該遠回り度を用いて情報の通知を制御する手法について説明を行ぅ

００46 図 ０は本変形例を実現するためのシステム構成図である。前記実施の形態で示

す構成要素には同様の符号を付与する。本システムは、第 位置検出部 ０、第

移動先予測部 38、出発地点検出部 24、経路コスト算出部 25、遠回り度算出部

26、回帰所要時間算出部 3、通知制御部 ０6、情報提供規則蓄積部 27、第2

位置検出部 、通知制御領域決定部 4とを備える。

００47 この場合、遠回り度算出部 26は、前記移動経路予測手段で予測した前記第 ュ
一ザの移動経路と、前記第 位置検出手段で検出される前記第 ュ一ザの位置情報



とから、前記第 ュ一ザが 目的地に向かってどの程度遠回りをしているかを示す遠回

り度を算出する遠回り度算出手段に相当し、情報提供規則蓄積部 27は、前記算出

された遠回り度に応じて、前記第2端末に対する通知の内容または前記第2端末以

外で通知する相手に関する規則を蓄積した情報通知規則蓄積手段に相当する。こ

れに対し、通知制御部 ０6に相当する前記通知制御手段は、前記遠回り度算出手

段で算出された遠回り度に応じて前記情報通知規則を参照し、通知内容または通知

相手を変更する。

００48 また、出発地点検出部 24は、前記第 位置検出手段で検出された位置情報から

、出発地を算出する出発地算出手段に相当し、遠回り度算出部 26に相当する前記

遠回り度算出手段は、ある経路の始点から終点までの移動に要するコストを表す経

路コストを用いて、前記出発地から現在地点までの経路コストと、現在地点から前記

経路予測手段で予測した目的地までの経路コストとの和から、算出された前記出発

地から前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストを減算した差で表され

る遠回り度を算出する。

００49 上記実施例と同様に、まず位置検出部 ０は第 端末 2０の位置情報を検出し、

検出された位置情報をもとに第 移動先予測部 38において移動先を予測する。一

方、第2位置検出部 は第2端末 2 の位置を検出する手段であり、検出された

位置情報をもとに通知制御領域決定部 4において通知制御領域を決定する。そし

て移動経路上の通知制御領域をもとに回帰所要時間を算出するのだが、ここではさ

らに経路コストをもとに遠回り度を用いて通知制御を行ぅ。

００5０ まず出発地点検出部 24は出発地を検出する手段であり、例えば位置情報の検出

が開始された地点を出発地とする。そして検出された出発地から通知制御領域まで

の経路コストを経路コスト算出部 25で算出する。また、出発地から現在地までの経

路コストと、現在位置から通知制御領域までの経路コストを算出する。そして算出され

た実際の経路コストと最小経路コストをもとに、遠回り度算出部 26において遠回り度

を算出する。なお、経路コストは前記実施の形態に示すよぅに地図情報蓄積部 44

に蓄積されたノードの位置、接続ノード、リンク距離れ㌧た道路情報を用いて算出

する。また出発位置、現在位置、移動先候補位置れ、った位置間の経路の距離、経



路を移動する場合の所要時間、経路の通りやすさなどから算出する。以下、具体例

を用いて説明する。

００5 1 図 、遠回り度算出部 26で算出される遠回り度を説明するための図である。図

2は、子供 が図皿に示した経路を移動した場合の遠回り度の計算方法を示す表

である。図皿において華町小学校を出発した第 端末 2０を保持する子供 が現在

、「駄菓子ぅめ屋」手前に位置していることを示している。また前記実施の形態と同様

、子供 のスケジュール等より、自宅へ帰宅することが予測されていることとする。一

方で第2端末 2 を保持する親Cが 自宅に滞在しているため、当該 自宅が通知制御

領域となり、自宅までの回帰所要時間をもとに通知を制御することとなる。図皿にお

いて自宅までの最短経路は華3交差点を左折する合計4００メートルであり、前記実

施の形態に示すよぅに例えば分速8０メートルとすると、5分 (二4００ 8０) が回帰所

要時間となる。そして当該回帰所要時間を用いて通知を制御することとなる。しかしな

がら、子供は必ずしも最短経路を利用して移動するとは限らない。例えば本例にお

いて子供は「駄菓子ぅめ屋」を経由して帰宅しよぅとしており、算出された回帰所要時

間を経過することとなってしまぅ。このよぅな場合にまで危険として通知を行っていたの

では大変使い勝手の悪いものとなってしまぅ。そこで遠回り度算出部 26において遠

回り度を算出し、通知を制御する。

００52 まず出発地点検出部 24は出発地点を検出する。例えば位置情報が検出され始

めた位置を出発地として検出することとする。図皿の場合、子供 が学校を出ること

により、自動であるいは子供 の操作によって位置情報が検出され始めたとする。し

たがって華町小学校が出発地点として算出される。まず経路コスト算出部 25におい
て、出発地から目的地までの最短経路の経路コストを算出する。図皿では出発地か

ら目的地までの最短経路の経路コストが4００メートルと算出されている。また出発地

から現在地点までの経路コストを算出する。図皿において子供 は、現在「駄菓子ぅ

め屋」手前に位置しており、出発地から現在地点までの経路コストが3００メートルとし

て算出されている。さらに現在位置から目的までの経路コストを算出する。現在位置

から目的までの経路コストは5００メートルと算出されている。

００53 遠回り度算出部 26はこれら経路コストより遠回り度を算出する。例えば「出発地か



ら現在地までの経路コスト」十 「現在地から目的地までの経路コスト」一「出発地から

目的地までの経路コスト」を「遠回り度」として算出する。図皿の場合、4００メートル (

二3００ 5００ ００) が遠回り度れづことになる。そしてこの遠回り度に応じて通知

を制御する。

００54 情報提供規則蓄積部 27は子供の位置情報等、遠回り度に応じて提供する情報

の規則を蓄積する手段である。

００55 図 3は情報提供規則蓄積部 27に蓄積された情報提供規則の一例を示す表であ

る。情報提供規則には前述の算出された遠回り度に応じて提供する情報提供先、そ

して提供する内容が蓄積されている。例えば遠回り度 ０００メートル未満をランク と

し、この場合は情報提供先「な 、提供情報 「なし」となっている。図皿において遠回

り度は4００メートルであり、このランク「０」に該当するため、通知を行わないこととなる

。子供の場合、必ずしも算出された最短経路、または予測された経路を通過するとは

限らず、友人と一緒により長く帰るため遠回りをしたり、あるいは寄り道をしたりすること

が多い。そこで本例で示すよぅに遠回り度を算出し、所定の閾値 (例えば ０００メート

ル)未満の場合は異常通知を行わないとすることで誤報を防ぐことが可能となる。

００56 一方、図 3にはさらに遠回り度に応じて提供先、提供情報を制御する規則が記さ

れている。例えば遠回り度 「 ０００メートル以上2０００メートル未満」であるランク「 」で

は、保護者 (０9０ め )へ、子供の現在位置情報と移動経路を通知する

旨が記されている。さらに遠回り度 「2０００メートル以上4０００メートル未満」であるラン

ク「2」では、保護者 (０9０ 沿 へ、警告音とともに子供の現在位置情報

と移動経路を通知する旨が記されている。さらにランクに応じて単に保護者のみなら

ず、先生や警察へ通知する等、遠回り度に応じて通知相手や内容等を制御する規

則が蓄積されている。このよぅに遠回りの度合に応じて、第三者へ通知する際の注意

を引く度合を変更する制御を〒ぅこととしてもよい。常に親の注意を引くよぅな通知で

は、かえって煩雑な場合もあり当議機能を停止してしまぅよぅな場合もあり、適切な情

報通知が必要となる。そこでランク「 」の場合は例えば親の携帯にメールで知らせ、

ランク「2」の場合、警告音とともに親の注意を引くよぅに通知をおこなぅことで、子供の

状態に応じて適切な情報通知が可能となる。また、通知する相手を遠回りの度合に



応じて変更することでより適切に子供を見守ることができる。寄り道をよくする子供にと

って ０００メートル程度の遠回りは日常茶飯事であり、これらを常に親等へ通知した

のでは煩雑な場合もあるが、8０００メートル以上も遠回りをするよぅな場合、子供に危

険が迫っている場合もあり、自動的に親、先生、教師、警察等へ通知することでいち

早く子供の危険を検知し、安全を図ることが可能となる。

００57 図 4は、遠回り度に応じた通知制御の一例を説明するための図である。図7は親

の保持する第2端末 2 の表示画面を示したものである。図 4において子供は現在

、「北町 」交差点手前に位置している。図 4において出発地である華町小学校から

現在位置までの経路コストは6００メートルとなっている。また現在位置から自宅までの

経路コストは9００メートルとなっている。対して華町小学校から自宅は4００メートルで

あり、遠回り度 ００メートル (二6００ 9００ ００) と算出されることとなる。ここで通

知制御規則を参照すると、遠回り度 ０００メートル以上2０００メートル未満のランク「

」に該当するため、保護者 (０9０ へ、子供の現在位置情報と移

動経路を通知することとなり、図 4はその通知の一例を示したものである。

００58 一般的に寄り道をよくする子供が ０００メートル未満程度の遠回りをしている場合は

わざわざ親へ通報する必要はないが、一方それを越えて2０００メートルや4０００メート

ル、さらにはそれ以上と遠回りするよぅな場合、親や先生等、通知相手や通知内容を

制御することで、子供を危険から守ることが可能となる。

００59 以下、本例の動作説明を図 5のフローチヤートを用いて説明する。図 5は、図 3

で説明した遠回り度に応じた通知制御を行ぅための処理手順を示すフローチヤートで

ある。まず、第 位置検出部 ０で第 端末 2０の位置情報を検出する (ステップS 5

０ )。そして第 移動先予測部 38において移動先を予測する (ステップS 5０2)。一

方、第2位置検出部 において第2端末 2 の位置情報を検出し(ステップS 5０3

) 、通知制御領域を決定する (ステップ ０4)。例えば図皿の場合、親Cが滞在する

自宅が通知制御領域となり、回帰所要時間を算出することとなるが、一方、本例では

遠回り度を算出し、遠回り度をもとに通知の制御を行ぅ。

００6０ まず出発地点算出部 24において出発地点を算出する (ステップ 5０5)。そして

経路コスト算出部 25において出発地点から予測目的地までの最短経路コストを算



出し(ステップ 5０6) 、一方、出発地点から現在地点までの経路コストと(ステップ 5

０7) 、さらに現在地点から予測目的地までの経路コストを算出する (ステップ 5０8)

そして遠回り度算出部 26においてこれら経路コストより遠回り度を算出する (ステッ
プ 5０9)。具体的には、例えば「出発地から現在地までの経路コスト」十 「現在地か

ら目的地までの経路コスト」一「出発地から目的地までの経路コスト」を「遠回り度」とし

て算出する。図皿の場合4００メートル (二3００ 5００ ００) が遠回り度れづことに

なる。そして情報提供規則蓄積部 27に蓄積された情報提供規則を参照し(ステ、ソプ

S 5 ０) 、遠回り度に応じて通知制御を行列ステップS 5 o

００6 1 なお、本例においても図皿の場合のよぅに、親Cが滞在する自宅を通知制御領域

として回帰所要時間を算出した上、さらに遠回り度に応じて通知制御を行ぅとしてもよ

い。例えば、子供 が学校から 人で帰宅する際に通知制御を開始するものとする。

この場合、学校から自宅までの回帰所要時間内であっても、子供 の遠回り度が所

定の閾値を超えた場合、自宅とはまったく逆方向に連れ去れている可能性がある。こ

のため、回帰所要時間内であっても、遠回り度が所定の閾値を超えた場合、通知を

行ぅれづよぅに通知制御してもよい。

００62 なお、本例において遠回り度は経路の距離によって得られる経路コストにより算出

するものであり、その算出方法は一律であった。一方、移動体が人の場合一箇所で

留まることがある。こ竹㌧た場合、移動体が急病の可能性があり、通報すべき異常行

動である可能性がある。経路コストを移動距離のみで算出していた場合、この異常行

動は検出できない。また子供等人が本端末を保持する場合、徒歩、バス、電車など、

人の利用する交通手段が異なる可能性がある。徒歩で 遠回りすることと電車で

遠回りすることは意味合いが異なる。電車であれば一駅分降車を損ねただけで5

ほど遠回りすることもあるが、徒歩で5 遠回りすることは異常行動であり、誘拐

など、子供に何か危険が生じる可能性がある。よって、移動体が人である場合、経路

コストを経路の距離ではなく、その経路に要する所要時間を用いて算出した方がより

良い場合がある。このとき現在出発位置間経路コストは、移動体が出発してから現在

までの経過時間とすると、移動体が一箇所で留まっていたとしても遠回り度が増加す

る。しかし、徒歩からバスなど交通手段を変更する場合、バス、電車の待ち時間が存



在する。待ち時間は状況により変動し、予測がしにくい。このため、移動体がバスや

電車を待っている間、つまり移動体が駅や停留所にいる間は遠回り度を増加するべ

きではない。移動体が人であり、経路コストが経路の所要時間の場合、移動体の位置

に応じて遠回り度の算出法を変更する必要がある。以下、具体例を用いて説明を行

フ。

００63 図 ０に示すシステム構成図における経路コスト算出部 25および遠回り度算出部

26は、地図情報蓄積部 44に蓄積された地図情報をもとに経路の距離に関する情

報を用いてそのコストを算出していた。ここでは、地図情報より所要時間に関する情

報を用いてコストを算出する。

００64 図 6 は、地図情報蓄積部 44に蓄積されている各ノードに関する情報を示す表

である。図 6 は、ノード間をつなぐ各リンクに関する情報を示す図である。地図情報

蓄積部 44は、位置やリンク問を移動するのに必要なリンク所要時間れ㌧た経路情

報を蓄積する。例えば、ノードの位置、接続ノード、ノード間を結ぶリンク所要時間が

蓄積されている。リンク所要時間には徒歩の所要時間だけではなく、電車、バスの所

要時間も蓄積されている。また、電車の駅やバスの停留所といった駅の位置が蓄積

されている。例えば、図 6 および図 6 のよぅに蓄積され、ノードD 「００ 」は、ノー

ド位置が経度 「 34・ ・3・9」、緯度 「34・6・3・6」であり、種別は「電車の駅」であり

、ノードD 「００2」、「００3」、「００4」、「００5」と接続していることを示す。リン列D「００ 」

は、始点ノードD 「００ 」と終点ノードD 「００2」の間を交通手段 「電車」で移動したとき

に、所要時間が 「5分」であることを示す。

００65 経路コスト算出部 25は、地図情報蓄積部 44に蓄積された、ノードの位置、接続

ノード、リンク所要時間れ㌧た道路情報を用いて、経路コストを算出する。経路コスト

は経路に対する所要時間であり、具体的には、出発地点検出部 24が検出した出発

地点の出発時刻から第 位置検出部 ０が取得した現在地点の時刻までの移動体

の現在出発位置間の経過時間、第 位置検出部 ０が取得した現在位置と第 移

動先予測部 38が予測した目的地との間の所要時間、出発地点検出部 24が検出

した出発位置と目的地との間の所要時間を算出する。例えば、出発位置と目的地の

間の所要時間とは、出発位置から目的位置まで移動するまでに必要な最小の時間



である。この場合、地図情報蓄積部 44は所定の地点と当該地点における待ち時間

に関する情報を蓄積した待ち時間情報蓄積手段に相当し、遠回り度算出部 26に

相当する前記遠回り度算出手段は、さらに、前記経路コストを経路の始点から終点ま

での移動に要する時間を用いて表し、前記待ち時間に関する情報を用いて、前記経

路予測手段で予測された経路上の所定の地点における待ち時間を前記経路コスト

から差し引いて、前記遠回り度を算出する。

００66 遠回り度算出部 25はさらに、第 位置検出部 ０が検出した現在位置と地図情

報蓄積部 44が蓄積した駅の位置により、端末の駅における待ち時間を算出する。

具体的には、現在位置が駅である場合に待ち時間を増加させる。つまり待ち時間と

は移動体の位置が駅である時間の総和である。

００67 遠回り度算出部 25は、経路コスト算出部 24で算出された経路コスト、さらに算出

された待ち時間から目的地に対する遠回り度を算出する。遠回り度は現在移動体が

通っている経路を通ってそのまま移動先まで到着したときの移動経路のコストから、

待ち時間と出発位置から移動先までの最小経路コストを引いたものである。具体的に

は、現在出発位置間経過時間と現在目的地間所要時間の和から、出発 目的地間所

要時間と待ち時間を引いたものが 目的地に対する遠回り度となる。駅や停留所での

待ち時間は、目的地まで効率よく移動するために必要な時間だと考えられ、待ち時

間が増加したかられ㌧て異常行動にはつながらない。しかし、待ち時間のために目

的地までの移動にかかる時間は大きく変動する。よって、遠回り度を算出する際に、

このよぅに移動にかかる時間から待ち時間を除くことにより待ち時間の遠回り度への

影響をなくすことができる。

００68 図 7は、電車またはバスなどを利用して目的地まで移動する際の待ち時間を考慮

に入れた遠回り度の算出方法の一例を示す図である。図 8は、図 7に示した遠回り

度の算出方法の計算内容を示す表である。例えば、図 7のよぅに、現在出発位置間

経過時間が3０分、現在日的地間所要時間が65分、出発 目的地間所要時間が75分

、待ち時間が2０分であった場合、図 8に示すよぅに遠回り度は０分 (二3０分 65分

分 ０分 となる。

００69 このよぅに端末を保持するュ一ザの移動は徒歩のみならず、電車やバス等の公共



機関を用いる場合もあり、地図情報を参照して待ち時間を考慮した遠回り度を用いる

ことでより適切に子供の安全を図ることが可能となり、また所要時間を経過してもそれ

が単に電車待ちなどの場合、誤動作を自動で防ぐことが可能となり、非常に使い勝

手の良いものとなる。

００7０ 以下、本例の動作説明を図 9のフローチヤートを用いて説明する。図 9は、待ち

時間を考慮して遠回り度を算出する場合の処理手順を示すフローチヤートである。ま

ず、第 位置検出部 ０で第 端末 2０の位置情報を検出する (ステップS 5０ )。そ

して第 移動先予測部 38において移動先を予測する (ステップ 5０2)。一方、第2

位置検出部 において第2端末 2 の位置情報を検出し(ステップS 5０3) 、通知

制御領域を決定する (ステップ 5０4)。次に遠回り度を算出するのだが、ここでは経

路コストを距離ではなく、時間を用いて算出し、また待ち時間を考慮することとする。

００7 1 まず出発地点算出部 24において出発地点における出発時刻を算出する (ステッ
プS 6０5)。そして経路コスト算出部 25において出発地点での出発時刻から予測目

的地までの到達時刻より最短経路コスト(時間)を算出し(ステップ 6０6) 、一方、出

発地時刻から現在時刻までの経路コストと(ステップ 6０7) 、さらに現在時刻から予

測目的地までの到達時刻より経路コストを算出する (ステップ 6０8)。一方、地図情

報蓄積部 44に蓄積された地図情報によって待ち時間を参照する (ステップ 6０9)

。そして遠回り度算出部 26においてこれら経路コストより遠回り度を算出する (ステッ
プ 5０9)。具体的には、例えば「出発時刻から現在時刻までの経路コスト」十 「現在

時刻から目的地到達時刻までの経路コスト」一「出発時刻から目的地到達時刻まで

の経路コスト」一「待ち時間」を「遠回り度」として算出する。図 7の場合０分 (3０ 65

０) が遠回り度とレづことになる。そして情報提供規則蓄積部 27に蓄積され

た情報提供規則を参照し(ステップS 5 ０) 、遠回り度に応じて通知制御を〒ぅ(ステッ
プS 5 )

o

００72 なお、上記例において遠回り度の閾値は一定であった。しかし、移動体によって閾

値は異なる。具体的には、ほとんど寄り道をしない子供が 遠回りをしていると通

報すべき異常行動であるが、頻繁に長い時間遠回りをする子供が 遠回りをして

いたとしても、異常行動である可能性は低く、その程度で通報していては情報提供先



の迷惑になる場合もある。そこで日々の移動における移動体の遠回り度の履歴を蓄

積し、蓄積された遠回り度の傾向から遠回り度の閾値を自動的に変更しても良い。

００73 以下本実施例の手法について説明する。

００74 図2０は、遠回り度の履歴を蓄積し、蓄積された遠回り度の傾向に基づいて遠回り

度の閾値を変更する本実施例における通知装置の構成を示す図である。前記実施

の形態で示した構成要素には同様の符号を付与し、説明を省略する。以下、まず各

構成要素について図を用いて説明し、後に本装置の動作について説明する。

００75 この場合、到着判定部 28は、前記第 位置検出手段で検出される前記第 端末

の位置から、前記第 ュ一ザの目的地への到着を検出する目的地到着検出手段に

相当し、遠回り度蓄積部 29は、前記遠回り度算出手段で算出された前記遠回り度

を、到着した前記 目的地に対応付けて蓄積する遠回り度蓄積手段に相当する。また

、閾値算出部 3０は、前記遠回り度蓄積手段に蓄積された前記遠回り度から、目的

地に対応した遠回り度の閾値を算出する閾値算出手段に相当し、情報提供規則蓄

積部 2 7に相当する前記情報通知規則蓄積手段は、目的地ごとに算出された遠回

り度の前記閾値を前記情報通知規則として蓄積する。

００76 到着判定部 28は、第 位置検出部 ０が取得した現在位置と第 移動先予測部

3 8が予測した目的地によって、目的地に到着したか否かを判定する。具体的には

現在位置が 目的地の位置と一致したときに、目的地に到着したことを判定する。

００77 図2 は、遠回り度蓄積部 2 9に蓄積される遠回り度の履歴の一例を示す図である

。遠回り度蓄積部 29は、到着判定部 28が 目的地に到着したことを判定したときに

、遠回り度算出部 26によって算出された遠回り度を蓄積する。具体的には図2 の

よぅに遠回り度は蓄積される。「D００ 」の遠回り度は であることを示している。

００78 閾値算出部 3０は、遠回り度蓄積部に蓄積された遠回り度の履歴によって、情報

提供規則蓄積部 2 7に蓄積された情報提供規則の遠回り度の閾値を変更する。具

体的には、遠回り度の履歴の分布は正規分布になると仮定し、遠回り度の平均値と

標準偏差を求める。そして平均値 nX 標準偏差 (nは遠回り度ラン列を閾値とする。

例えば、図2 のよぅに遠回り度が蓄積されていたとき、平均値は ・4 ( ０

) 5 であり、標準偏差は ・ ( ( ( 4 )



X ( 4 ) (O 4 ) X (O 4 ) ( 4 ) X

( 4 ) (3 4 ) X (3 4 ) (2 4 ) X (2

4 ) ) 5 となる。よって、 ・4 ０ (nは遠回り度ラン列を

閾値とする。

００79 情報提供規則蓄積部 2 7は、遠回り度に対する情報提供先、提供情報の組である

情報提供規則を蓄積する。基本的に、情報提供先の数は遠回り度が大きくなるほど

増加する。また、遠回り度が低いときは、移動体の保護者など移動体との関係性が大

きいもののみが情報提供先となる。遠回り度が大きくなるに従い、移動体の学校での

担任や警察など移動体との関係性が小刮屹のも情報提供先となる。情報提供規則

の情報提供先は予め移動体の保護者や介護者によって、対象となる情報提供先の

電話番号、メールアドレス等を入カすることにより作成される。遠回り度の閾値につい
ては閾値算出部 3０が算出した閾値が用いられる。図2 2は、遠回り度の履歴から平

均値および標準偏差を用いて通知制御を〒ぅ場合の情報提供規則の一例を示す図

である。例えば閾値算出部 3０が ・4 O (nは遠回り度ラン列を閾値

として算出したとき、図2 2において「ランク 」の情報提供規則は遠回り度が 「2・4

以ｱ3 4 未満」( 4 O 以上 4 2X O 未満) の場合

に、情報提供先「保護者 (電話番号 9 」、提供情報 「移動体の

現在位置情報」であることを示している。

００8０ 以下、本実施例のフローチャートを、図2 3を用いて説明する。図2 3は、遠回り度の

履歴を用いて通知制御を〒ぅ場合の処理手順を示すフローチャートである。ここでは

、上記方法によって算出された遠回り度に応じて情報提供し(ステップS 5 からステ

、ソプS 5 ) 、その後 目的地に到着してから遠回り度を蓄積するフローについて説明

を行ぅ。

００8 1 まず到着判定部 28は第 位置検出部 ０が取得した現在位置と第 移動先予測

部 3 8が予測した目的地の位置が一致するかどぅかを判定し(ステップ 7０ ) 、一致

するときは (ステップ 7０の S)、ステップ 7０2に進む。一致しないときは (ステッ
プ 7０の O)、ステップ 7０3に進む。一致するとき、遠回り度蓄積部 2 9は遠回り

度算出部 2 6が算出した遠回り度を蓄積する (ステップ 7０2)



００82 閾値算出部 3０は遠回り度蓄積部 29に蓄積された遠回り度の履歴を用いて、閾

値を算出し(ステップ 7０3) 、情報提供規則蓄積部 27の情報提供規則を変更する

(ステップ57０4)。そしてその後、また移動が行われたときに通知制御部 ０6は遠回

り度算出部 26が算出した遠回り度と、閾値算出部 3０が算出した閾値によって変

更された情報提供規則蓄積部 27に蓄積された情報提供規則に従って情報を提供

することとなる。

００83 なお、本実施の形態において親等が保持する第2端末 2 は自宅等に滞在してお
り、固定された地点における回帰所要時間、さらに遠回り度を算出して通知の制御を

行った。しかし携帯など人が保持する端末では、その人の移動とともにその位置が変

ィビする。つまり親等の保持する第2端末 2 自体が移動することもあり、この場合、第

2端末 2 の移動を考慮して回帰所要時間等を算出して情報通知を〒ぅ必要が生じ

る。例えば第2端末 2 の移動を考慮し、移動先を予測し、当該予測された地点まで

の回帰所要時間、そして遠回り度を用いて情報通知の制御を〒ぅこととしてもよい。こ

の各端末の移動を考慮した通知制御については次の実施の形態2で詳細を説明す
る。

００84 (実施の形態2)

前記実施の形態 では、第 端末 2０の位置情報と第3端末 4 の位置情報より、

一緒に行動しているか、それとも離脱して別々に行動しているかを判断し、離脱した

と判断した場合、親が滞在する自宅等までの所要時間を算出し、異常通知を抑制す

る手法について説明を行った。

００85 近年、子供の誘拐等、子供に対する犯罪が社会的に問題となっており、子供を守る

システムや装置が必要とされている。また子供に対する犯罪の多くは、子供が一人に

なったのを見計らって行われることも多く、場所に関わらず子供が一人か否かが大き

な要因となる。そこで本発明は、子供か一人か否かの判定を 、竹 、一人の場合、危

険から守るために親元への回帰所要時間に応じて異常通知の制御を行っている。す

なわち、離脱判定によって一人か否かを判定し、一人の場合、親等が保持する第2

端末 2 の位置情報をもとに通知制御領域を算出し、当該通知制御領域までの回

帰所要時間をもとに通知を行っている。これにより子供を危険から守りつつ、一方、常



に異常通知をしてしまぅよぅな誤動作を防止している。つまり本発明は、子供に危険が

及ぶ可能性が高い一人での移動を検知し、親等の第2の端末の位置関係等に応じ

て通知を制御する思想に基づくものである。前記実施の形態 では、子供が親元へ

帰るよぅなシチュエーションを用いて本発明の通知制御を示したが、第2端末 2 は

親が保持するのみとは限らず、友人や先生等、信用のおける第三者であってもよい。

さらにこの第2端末 2 の役割を果たす端末は一つとは限らず、複数であってもよい
。子供が保持する第 端末 2０の位置と、複数の第三者が保持する端末の位置関係

によって通知の制御を行ぅものでもよい。例えば第 端末 2０の所定の目的地や移

動経路上に親や友人、先生等、第三者が存在する場合、子供に危険が及ぶ可能性

が高い一人での行動を少しでも軽減すべく、これら端末の同行を促すこととしてもよ

い。以下、具体例を用いて説明を行ぅ。

図24は本実施の形態2における通知システムの構成を示す図である。前記実施の

形態で示すサ一バ 22、第 端末 2０、第2端末 2 、第3端末 4 に加え、第4端

末 23が加わり、さらにサ一バ側に第4端末 23の位置情報を受信する第4位置情

報受信部 48等の構成要素が加わっている。本実施の形態の通知システムは、前記

第2端末と前記第2端末を保持する前記第2ユーザとはそれぞれ複数であり、前記経

路予測手段は、さらに、前記第2ユーザそれぞれの現在時刻以降の移動経路を予測

し、前記通知システムは、さらに、前記移動経路予測手段で予測された前記第2ユー

ザそれぞれの移動経路および前記各第2ユーザまでの回帰所要時間から、前記第2

ユーザのぅち前記第 ユーザと同行できる第2ユーザを判定する同行者判定手段と、

前記同行者判定手段で判定した前記第2ユーザと、前記第 ユーザとの同行開始位

置を算出する同行開始位置算出手段と、特定の一つを含む前記第2端末に対し、前

記同行者判定手段で判定した同行者となるべき第2ユーザと前記同行開始位置に

関する情報とを通知する通知手段とを備える。これに対し、本実施の形態2では、第2

端末 2 、第3端末 4 、第4端末 23および親C、友人 、友人 が、それぞれ複

数の前記第2端末と前記第2端末を保持する前記第2ユーザに相当する。また、第

移動先予測部 38は、さらに、前記第2ユーザそれぞれの現在時刻以降の移動経路

を予測する前記経路予測手段に相当する。同行判定部 49は、前記移動経路予測



手段で予測された前記第2ユーザそれぞれの移動経路および前記各第2ユーザま

での回帰所要時間から、前記第2ユーザのぅち前記第 ユーザと同行できる第2ユー

ザを判定する同行者判定手段に相当する。また、同行開始位置算出部 5０は、前記

同行者判定手段で判定した前記第2ユーザと、前記第 ユーザとの同行開始位置を

算出する同行開始位置算出手段に相当する。また、通知部 ０7は、特定の一つを含

む前記第2端末に対し、前記同行者判定手段で判定した同行者となるべき第2ユー

ザと前記同行開始位置に関する情報とを通知する通知手段に相当する。

００87 まず、第 端末 2０を保持する子供 の位置情報および第3端末 4 を保持する友

人 の位置情報より離脱の判定を行ぅ。図25は、図4等と同様、第 端末 2０を保持

する子供 が帰途につき、第3端末 4 を保持する友人 の通知制御領域から離脱

した状況を示す図である。ここで前記実施の形態 では、この時点で第2端末 2 を

保持する親 がいる自宅までの回帰所要時間を算出し、位置情報の通知を制御した

００88 一方、本実施の形態ではまず第 端末 2０の予測移動経路を予測し、予測経路上

に位置する第三者を検出して各端末を保持する第三者までの回帰所要時間を算出

する。そして各端末への回帰所要時間をもとに同行できる第三者を判定し、行動を供

にするよぅ促す通知を行ぅこととする。つまりここでは、必ずしも親が 自宅にいる必要は

なく、第 端末 2０の所定の行き先経路上に存在する、あるいは将来存在することに

なる複数の端末との位置関係等によって通知制御を行ぅこととなる。

００89 第4端末 23は、第4位置検出部 45、第4移動先予測部 47、第4位置情報送信

部 46を備える。第4位置検出部 45は、第 位置検出部 ０等と同様、第4端末 2

3の位置情報を検出する手段である。また、第4位置情報送信部 46は、第 位置情

報送信部 ０2等と同様、検出された位置情報をサ一バヘ送信する手段である。本実

施の形態においてサ一バは、第 端末 2０、第2端末 2 、第3端末 4 のみならず

、第4の端末の位置情報を把握していることとなる。

００9０ 第4端末 23における第4移動先予測部 47も前記実施の形態で示す第 端末 2

の第 移動先予測部 38と同様、第4端末 23の移動先を予測する手段である。例

えば携帯電話等にはスケジュール帳を有するものも多く、第4端末 23の将来の移



動先も、例えばこのスケジュール帳から予測するものとする。そして予測された移動

先を第4位置情報送信部 46によってサ一バ 22へと送信する。

００9 1 図26は第4端末 23の第4移動先予測部 47に備えられたスケジュールの一例を

示した図である。端末の画面上にはスケジュールが示されている。スケジュールには

時刻と、各時刻における滞在場所や移動経路が示されている。具体的には8時００分

から8時3０分までは自宅を出発して華町3交差点、華町 交差点を経由して華町小

学校へ向かぅ通学路が示されている。そして8時００分から 6時3０分の間は華町小

学校へ滞在する予定が蓄積されている。また、 6時3０分から 7時００分は華町学習

塾へ向かぅ経路が示されている。このよぅに子供が保持する端末には、その子供の移

動経路や滞在場所を時刻ごとに記したスケジュールが蓄積されているものとし、この

スケジュールを用いて予測移動先を取得するものとする。

００92 同様に第 端末 2０を保持する子供 の移動先も第 移動先予測手段 38で予測

する。例えば前記実施の形態と同様、子供 は自宅へ帰宅すると予測されているも

のとする。

００93 なお、このスケジュールは例えば親が任意に入カすることとしてもよい。例えば毎朝

親が子供の保持する本端末にその日のスケジュールを入力し、移動先予測部 38

等はこのスケジュールに記された経路や滞在場所をその時刻における移動先として

予測することとなる。あるいは普段の移動履歴を蓄積しておき、蓄積された移動履歴

から頻繁に行われる移動を自動で入カすることとしてもよい。また、通学や塾への移

動など比較的、定期的に行われる移動は毎 日入カするのは煩雑であるため自動で

入カすることとし、急きょ普段とは異なる移動を〒ぅ事となった場合は親などが任意に

入力し、スケジュールとしてもよい。

００94 サ一バ側において第4位置情報受信部 48は、第4位置情報送信部 46によって

送信された第4端末 23の位置と将来の移動先を受信する手段である。そして受信

された位置情報と移動先より、通知制御領域決定部 4において通知制御領域を決

定する。

００95 通知制御領域決定部 4は前記実施の形態 と同様、端末の位置を基準とした通

知制御領域を算出する手段であり、本実施の形態では第4位置情報受信部 48で



検出された第4端末 23の位置を基準とした領域が通知制御領域となる。例えば、前

記実施の形態と同様、第4端末 23の位置を中心として半径 ００メートル等の領域を

通知制御領域として決定しておく。

００96 前記実施の形態で示す離脱判定部 ０5において、第 端末 2０を保持する子供

が離脱して一人になったと判定した場合、一人で行動するのは危険であるため、次

に同行できる他の端末を検索することとなる。

００97 同行者判定部 49は、第4端末 23の位置および通知制御領域決定部 4で決

定された通知制御領域をもとに、同伴できる第4端末 23を判定する手段である。同

行者判定部 49は、例えば第 端末 2０の移動先の経路上に第4端末 23による通

知制御領域が一致するか否かの判定を行い、その一致の度合等から動向できるか

否かを判定する手段である。例えば同行できる端末が複数検出された場合、いずれ

か一つを決定する必要があり、その基準として移動先の一致の度合を用いる。例え

ば各端末への回帰所要時間 (本実施の形態では合流するまでに要する時間れづこ

とになる)を算出し、最も短い時間で合流できるュ一ザを同行者として判定することに

なる。そしてその間はたとえ一人で移動していても、通知を抑制することとなる。さらに

は、たとえ近辺に第4の端末が存在しても、移動先が異なる場合、あるいは一致度が

低い場合は合流してもすぐにまた離脱することになるため、行動を供にする端末とし

ては必ずしも適さないため、本実施の形態では単に回帰所要時間を用いるのではな

く、同行者の判断基準に移動先の一致度を用いることとする。例えば本実施の形態

における予測手段は、予測移動先として経路を含めて予測するものとし、当該予測さ

れた経路の一致の度合を判定する。

００98 同行開始位置算出部 5０は、同行者判定部 49において同行が可能と判定され

た第4端末 23と合流する地点を算出する手段である。そして通知制御部 ０6の制

御のもと、通知部 ０7において第4端末 23の位置と所要時間等を第 端末 2０へ

通知する。以下、図を用いて具体例を説明する。

００99 図26には、前記実施の形態と同様に第 端末 2０を保持する子供 、第3端末 4

を保持する友人 、および第4端末 23を保持する友人 が存在している。今、子

供 と友人 が離脱したため、この先 は一人で移動することとなる。ここで第 端末



2０における第 移動先予測部 38は、子供 の自宅を移動先と、さらに自宅までの

経路を移動先として予測したとする。

０1００ 一方、第4端末 23における第4移動先予測部 47は、子供 の今後の移動先とし

て「華町進学塾」を予測したものとする。ここで第4端末 23の位置情報と、予測され

た移動先「華町進学塾」が第4位置情報送信部 46を介してサ一バ 22へと送信さ

れている。そして通知制御決定部 4によって第4端末 23の位置を基準とした通知

制御領域が算出されている。

０1０1 一方、同行者判定部 49では、第 端末 2０の予測移動経路上に、第4端末 23

による通知制御領域の有無を判定し、同行できるか否かの判定が行われる。具体的

には「自宅」と「華町学習塾」までの経路の一致度を判定する。例えば一致度合は距

離によって算出するものとし、ここでは「華町学習塾」までの7００ が一致すると算出
されている。例えば一致度に閾値 (例えば2００ 等)を設け、一致度が閾値以上のュ
一ザが存在する場合、同行可能と判定することとする。なお、子供のより安全を考慮

して閾値を 、つまり少しでも一致するならば同行を促すこととしてもよい。

０1０2 そして同行開始位置算出部 5０において合流する位置を算出する。例えば第 端

末 2０の移動速度と第4端末 23の移動速度をもとに合流する地点を算出し、その

ュ一ザの位置と所要時間を第 端末 2０へと通知する。図27は、第 端末 2０へ通

知された第4端末 23の位置と第4端末 23までの回帰所要時間3分 (2００メートル)

との表示の一例を示した図である。

０1０3 図28は、第 端末 2０と第3端末 4 との離脱を判定する手順を示すフローチヤー

トである。図29は、第 端末 2０が第3端末 4 の通知制御領域から離脱した後、第

4端末 23を保持する友人 との同行の可否を判定する手順を示すフローチヤートで

ある。以下、本実施の形態の動作フローを図28および図29のフローチヤートを用い
て説明する。

０1０4 第 端末 2０と第2端末 2 との位置関係をもとに離脱を判定するまでの動作 (ステ

、ソプS ０からステップ ) は前記実施の形態 と同様である。本実施の形態では

さらに離脱して一人で移動していると判定された場合 (ステップ ) 、一緒に行動

を供にできる第4端末 23を次の通知制御領域とし、この第4端末 23を検索するこ



ととなる (フロ へと進む)。

０1０5 第4端末 23側ではまず、第4端末 23の位置情報を検出し(ステップ 2０ ) 、サ

一バヘ送信する (ステップ 2０2)。そしてサ一バ側で第4端末 23の位置情報を受

信しておく (ステップS 2０3)。さらに本実施の形態では第3端末 4 の移動先を予測

し(ステップ ０4)、予測移動先を送信し(ステップS 2０5) 、サ一バ側ではそれを受

信する (ステップ 2０6)。また同様に第 端末 2０の移動先を予測し(ステップ 2０7

、予測移動先を送信し(ステ、ソプ 2０8) 、サ一バではそれを受信しておく(ステップ

2０9)

０1０6 次に第4端末 23までの回帰所要時間を算出し(ステップ 2０9 ) 、回帰所要時間

が所定時間内か否かの判定を〒ぅ(ステップ 2０92) 。回帰所要時間が所定時間内

か所定時間内の場合 (ステップS 2０92の es)、つまりすぐに合流できるよぅならば同

行者として適しているため、一緒に行動を促し、その間、親等への通知を抑制するこ

ととなるのだが、一方、たとえ合流してもすぐにまた別れることとなる場合、必ずしも同

行することが適しているとは限らないため、さらに同行者との移動先の一致度を考慮

することとなる (ステップS 2 ０へ)。なお、回帰所要時間が所定時間内か所定時間を

越える場合は (ステップS 2０92の o)、本動作を終了する。

０1０7 次に第 端末 2０と第4端末 23の予測移動先の一致度を演算する (ステップS 2

０)。一致度が閾値以上か否かを判定し(ステップS 2 ) 、閾値以上の場合 (ステップ

S 2 の es)はステップS 2 2へ進み、閾値未満の場合は (ステップS 2 の o)終

了する。

０1０8 閾値以上の場合 (ステップS 2 の es)、第4端末 23までの所要時間を演算し(

ステップS 2 2) 、第4端末 23の位置と所要時間を第 端末 2０へ送信する (ステッ
プS 2 3)。第 端末 2０ではそれを受信し(ステップS 2 4)、例えば表示画面等へ

表示することで第4端末 23との合流を促す。一人での行動は危険を伴ぅが、予測移

動先が所定の値以上一致するものを一緒に行動させることで危険を回避することが

可能となる。

０1０9 (最小構成

なお、本実施の形態では、第3端末 4 との位置関係から離脱か否かの判定を行



い、離脱と判定された場合に自動的に回帰所要時間を算出して通知の制御を行った

が、これに限ったものではない。子供 や親Cの操作によって行ったり、任意のタイミ

ングで行ったりすることも可能であり、したがって離脱判定部 ０5等は必ずしも必要な

構成ではない点は前記実施の形態 と同様である。また、本実施の形態では、各端

末で検出される位置情報を一且サ一バに送信し、これら処理をサ一バ側で行ったが

これに限ったものではない。例えば、子供 が保持する第 端末 2０において親Cの

第2端末 2 や友人 の第4端末 23の位置情報を検出し、これら一連の処理を第

端末 2０で行ぅことも可能であり、この点も前記実施の形態 と同様である。したがっ
て本発明は、図3０に示す最小の構成要素によっても実現可能である。図3０は、本

実施の形態2の通知システムの最小構成を備える第 端末 ０の構成を示す図であ

る。すなわち、第 位置検出部 ０、第2位置検出部 、第3位置検出部 42、第4

位置検出部 45等、各端末の位置情報を検出し、移動先予測部 38によって各端

末の移動先を予測する。そして各端末の位置及び予測移動先より、第 端末 2０の

通知を制御する領域である通知制御領域を、通知制御領域決定部 4において決

定する。そして回帰所要時間算出部 3において所要時間を算出する。そして各端

末の中で同行できる端末を、同行者判定部 49において判定する。なお、複数の端

末の中から同行できる端末を判定するため、ここでは第3位置検出部 42、第4位置

検出部 45等、複数の検出手段があることを点線で表すものとする。つまり、端末は

必ずしも4つに限ったものではなく、複数の端末の位置を検出し、その中から特定す

るものである。そして判定された同行者と合流する位置を同伴開始位置算出部 5０

で決定し、通知の制御を通知制御部 ０6において行ぅ。

(変形例 )

なお、本実施の形態では、同行できる第三者を同行者判定部 49において判定す

ることとなるが、ここで第三者は必ずしも一人とは限らず、複数人が該当する場合もあ

る。そこで本実施の形態では、移動先の一致度れづ概念を設けて第三者を決定す

ることを上記に示した。図3 は、複数の第三者の端末の移動先を予測し、予測され

た移動先までの移動経路と第 端末 2０の移動経路との一致度を判定する移動先

一致度判定部 5 を備えた第 端末 2０の構成を示す図である。一方、同行者判定



部 4 9でこれらの処理を行ぅのではなく、移動先予測部 38で予測された各端末の

移動先との一致度を判定する移動先一致度判定部 5 を別途設けることとしてもよ

い(図3 )。以下、具体例を用いて説明する。移動先一致度判定部 5 は、前記経

路予測手段によって前記予測された経路が、前記第 ュ一ザと第2ュ一ザとで一致

する距離を算出する経路一致距離算出手段に相当し、同行者判定部 4 9に対応す

る前記同行者判定手段は、前記複数の第2ュ一ザのぅち、前記同行開始位置からの

前記一致距離が最も長い第2ュ一ザを同行者として判定する。

０111 図3 2は、図26等と同様、友人 と離脱した子供 と同行する第三者となりぅる友人

C、友人 の位置関係を示した図である。検出された各端末の位置を示している。ま

た、移動先予測部 38で予測された各端末の移動先を、子供 は実線の矢印で、友

人Cは破線の矢印で、友人 は一点鎖線の矢印でそれぞれ示す。例えば子供 は「

自宅」へ移動しよぅとしている。また子供 と離脱した友人 は自分の自宅へ帰宅しよ

ぅとしている。そして子供 の前方にいる友人Cは「華町学習塾」へ移動しよぅとしてい
る。一方、子供 の前方にいる友人 は「華町駅」へ移動しよぅとしている。

０112 移動先一致度判定部 5 では、まず子供 の予測移動先である「自宅」までの経

路上を基準として、一致する経路を含む端末を検索する。図3 2に示す例では、子供

の予測移動先の経路上に位置し、移動先の一部が同じである友人C、友人 が該

当することとなる。さらに移動先一致度判定部 5 において移動先の一致度を演算

する。図3 2において友人Cの移動先は「華町2交差点」を右折して先にある「華町学

習塾」であり、子供 とは7００ 一致することとなる。一方、友人 の移動先は「華町2

交差点」を左折して先にある「華町駅」であり、子供 とは「華町2交差点」までの4 5０

が一致することとなる。例えば前述のよぅに一致距離の閾値を2００メートルとすると

、友人C、友人 のともに閾値以上一致することとなる。そこで一致する距離が最も長

い端末を同行者として判定することとする。本例の場合、一致する距離が7００メート

ルである友人Cを同行者として判定することとなる。

０113 次に判定された同行者との同行を開始する位置を同行開始位置算出部 5０にお

いて算出することとなる。例えば同行者を判定した時点における友人Cの位置で友人

Cに待機するよぅに通知し、一方、子供 には当該位置を通知し、合流させることで同



行して移動することができるよぅになる。図3 3は、図3 2に示す位置関係において、同

行者を友人Cとして判定し、その地点で合流 (つまり同行開始位置となる) させたその

後の状況を示す図である。子供 が友人Cに追いついて、その後 7００メートルを同行

して移動しよぅとしていることを示している。子供を犯罪から守るためには、単独で移

動する距離や時間を短くし、なるべく友人や親、先生等と一緒に行動させることが望

ま 、。そこで本実施の形態における同行者判定部 4 9は、移動先一致度判定き

5 によって判定された移動先の一致度をもとに、 5０メートル先に位置する友人 で

はなく、2００メートル先に位置する友人Cに追いついて移動するほぅが、一緒に行動

を供にできる距離が7００メートルと長いため、友人Cへ追いつくことを勧めることとなる

０114 本実施の形態の全体の動作フローは前述に示したが、ここで同行者の判定につい
て詳細な動作フローについて、図34を用いて説明する。図34は、子供 と行動をと

もにできる距離がより長くなる第三者を同行者と判定する場合の処理手順を示すフロ

ーチヤートである。

０115 まず、基準となる第 端末 2０の位置情報を検出し(ステップS 3０ ) 、移動先を予

測する (ステップ 3０2)。一方、同行者となりぅる第三の端末の位置情報を検出し(ス

テップS 3０3) 、各端末の移動先を予測する (ステップ ０4)。なお、ここで示すシス

テムにおいて同行者となりぅる端末はひとつに限らず複数存在し、これら複数の端末

の位置と移動先の中から同行者を特定することとなる。

０116 まず、第 端末 2０の予測された移動経路の一部と一致する同行者となりぅる第三

の端末を抽出し(ステップ 3０5) 、該当する端末が存在するか否かを判定する (ステ

、ソプ 3０6)。存在する場合はステップ 3０7へ進み、存在しない場合は終了する。図

3 2に示す位置関係の場合、本人 の予測移動経路上に位置し、移動先の一部が一

致する友人Cと友人 が該当することとなる。同行者となりぅる端末が存在する場合 (

ステップS 3０6の es)、一致する距離を算出し(ステップS 3０7) 、例えば閾値以上か

否かの判定を行列ステップ 3０8)。閾値以上の場合はステップ 3０9へ進み、閾値

未満の場合は終了する。閾値未満の場合に終了するのは、合流してもすぐにまた分

かれることとなるためであるが、一方、子供のより高い安全性を考慮し、閾値を 、つま



り少しでも一致する距離が存在する場合は同行するよぅ促すこととしてもよい。

０117 閾値以上の場合 (ステップS 3 7の es)、当該端末を同行者として判定する (ステッ
プS 3 9)。なお、ステップS 3 6において複数の端末が該当する場合、ステップS 3

7で各端末において一致する距離を算出し、ステップS 3 8、ステップS 3 9で最も距

離が長いものを同伴者として判定することとしてもよい。図3 2に示す位置関係の場合

、友人Cとは7００メートル、友人 とは4 5０メートルが一致し、友人Cを同行者として特

定する。

０118 同行者として特定された端末の現在の位置を、同行を開始する地点として算出し(

ステップS 3 ０) 、当該位置を同行者である第3端末 4 へ通知し(ステップS 3 、

第 端末 2０へ通知する (ステップS 3 2)

０119 (変形例2)

なお、上記例における判定された同行者との同行の開始位置については、同行者

の現在の位置を同行開始位置とした。つまり、同行者として判定された場合、同行者

にはその位置で待ってもらい、防犯をする必要がある第 端末 2０がその地点へ移

動することとなる。これは、防犯をする必要がある基準となる第 端末 2０が一人で移

動をする距離や時間を少しでも短くするためである。しかし、実環境において、同行

者となりぅる者も移動をしているため、その地点で待ってもらぅのでは目的地へ遅れて

しまぅ場合もある。そこで例えば、同行者として特定されても移動をし続け、第 端末

2０と同行者との両者の移動を考慮して同行開始位置を算出してもよい。つまり特定

された同行者を待たせるのではなく、自分が当該同行者に追いつく形態となる。以下

、具体例を用いて説明する。また、時間に伴ぅ移動を表すため、ここではダイヤグラム

を用いることとする。

０12０ 図3 5は、図3 2に示す位置関係とその後の移動を示すダイヤグラムである。横軸を

時間、縦軸を距離とする。なお、縦軸に示す距離は、第 端末 2０、つまり本実施の

形態では防犯する必要がある子供 の予測移動経路を固定し、その移動距離を縦

に示したものである。各直線は、各ュ一ザの移動を示すこととなる。例えば、子供 は

友人 と「華町小学校」を 6時2０分に出発して途中で離脱した旨を示している。また

直線の傾きは速度を示すこととなる。そして 6時2０分の後、そのままの現在の速度



で帰宅すると、 7時4０分に自宅に到着することとなる。ここでは点線で表している。

０121 一方、本システムでは他の端末の位置情報とその後の移動先や移動経路の情報

が得られており、同行できる端末を抽出するため、第 端末 2０の移動経路を基準と

してその経路上に現在位置する。あるいは将来位置する端末を抽出する。図3 2に示

す位置関係の場合、該当する第三者を抽出すると友人Cと友人 が移動先上に位置

することが分かる。具体的には友人 とは「華町2交差点」まで、友人Cとは「華町学

習塾」まで同じ経路を辿ることとなる。したがって図3 5に示すダイヤグラムには、友人

と離脱した 6時3０分に各位置で検出され、その後、それぞれの地点まで同じ経路

を辿る旨が直線で示されている。しかし一方で図3 2、図3 5に示すよぅに友人 は子

供 の前方 5０メートル、友人 子供 の前方2００メートルに位置するため、このま

まの速度でお互い移動すると、子供 と友人Cまたは友人 とは交わることなく、子供

は一人で自宅まで帰宅しなければいけなくなる。そこで上記例では、同行者と判定

された友人Cに現在の位置で待ってもらい、合流することなることを示した。これらの

移動を示したものが図36である。

０122 図36 には、子供 が一人になった時点における地点で友人Cに待ってもらい、 6

時3 5分に子供 と友人Cが合流した旨を示している図である。そして合流後、華町学

習塾までの 7時０8分まで同行して移動する旨を示している。

０123 しかし上記例は、同行者を判定する時点での絶対的な一致距離を考慮し、同行者

にはその地点で待ってもらい、その後移動することとなる。例えば友人Cはそのまま移

動をし続けていれば 7時には華町学習塾に到着できるが、子供 を待つことで到着

時刻が 7時０8分となり、同行するために待つのは不都合な場合もある。そこで、同

行者と判定された場合であっても、同行者は移動を続け、そこに子供 がその同行

者に追いつくのが好ましい場合もある。

０124 図3 7は、同行者として判定された友人Cがその地点で待つのではなく、そのままの

速度で移動を行った場合に、子供 が速度を速め追いついた後、同行して移動した

旨を示すダイヤグラムを示したものである。具体的には華町2交差点の手前で追いつ
き、その後同行して移動する旨を示している。一方、この場合、図36と比較して同行

開始位置が異なり、また一緒に行動する距離日体は短くなっていることが分かる。そ



こで単に離脱した時点の絶対的な距離ではなく、移動を考慮した一致度と同行開始

地点を演算することとしてもよい。

０125 図38は、両者のその後の移動を考慮した同行者判定および同行開始位置を算出

する場合のシステム構成図である。図3 に示す構成要素に加え、移動速度算出部

5 2、最大移動速度算出部 5 3が加わる。移動速度算出部 5 2は、各端末の移動速

度を算出する手段である。移動速度は例えば徒歩での平均的な速度 (例えば分速8

メートル) としてもよいし、各端末の所有者の平均速度を、普段検出される位置情報

等から算出するものでもよい。また、最大移動速度算出部 5 3は、移動している同行

者と判定された端末に追いつく際、最大移動できる速度を算出する手段である。例え

ば追いつく側が子供や高齢者の場合は平均速度の2倍とし、一般的な大人の場合

は3倍等、端末ごとに異なる速度であってもよい。本例ではこの速度を用いて同行開

始位置を算出し、その後、同行できる距離をもとに同行者を特定する。以下、図3 9

および図4０のダイヤグラムを用いて具体例を説明する。移動速度算出部 5 2は、前

記第 端末を保持する前記第 ュ一ザの速度である第 速度を算出する第 端末速

度算出部と、前記第2端末を保持する前記第2ュ一ザの速度である第2速度を算出

する第2端末速度算出部とに相当し、同行開始位置算出部 5０に相当する前記同

行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上で前記第

ュ一ザおよび前記第2ュ一ザがそれぞれ算出された前記第 速度および前記第2

速度で移動した場合の合流点を前記同行開始位置として算出する。

０126 図3 9は図3 2等と同様、子供 等の位置関係を地図で示したものである。図3 9にお

いて、今友人 と分かれた子供 と、友人Cとは「華町学習塾」までの距離7００ を供

に行動できる。一方、友人 とは自宅までの8００メートルを供に行動できる。したがっ
て現在の位置関係のみからは友人 と一致する移動距離が長いことになる。しかし、

友人 および友人Cはこのまま移動をし続けるため、子供 が追いつくころには同行

開始地点やその後の移動距離も変わってくる。たとえ子供 が急いで追いついても、

場合によっては一緒に行動を供にできる距離は短くなる場合もある。以下、図4０に

示すダイヤグラムを用いて説明する。図4０は、子供 が友人 の通知制御領域を離

脱した後、最大速度で移動した場合に、より長く行動をともにできる第三者を示す図



である。

０127 この場合、最大移動速度算出部 5 3は、前記第 端末速度算出部で算出される速

度をもとに、前記第 ュ一ザが前記第2ュ一ザに向かって移動可能な最大移動速度

を算出する最大移動速度算出部に相当し、同行開始位置算出部 5０に相当する前

記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上で前

記第 ュ一ザおよび前記第2ュ一ザがそれぞれ、算出された前記最大移動速度およ

び前記第2速度で移動した場合の合流点を前記同行開始位置として算出する。

０128 例えば、子供 が急ぐことができる最大の速度を分速 6０ とする。そしてこの速度

で移動した場合のグラフを図4０のダイヤグラムに示す。一方、友人Cや友人 はその

ままの速度で移動をするものとする。直線が交わる点が、両者が合流する地点であり

、その後の距離が一緒に行動をともにできる距離れづことになる。この場合、友人

とは残り3００ しか一緒に行動できないこととなる。一方、友人Cとは残り6００ を一

緒に行動できることとなる。そこで同行者を友人Cと判定し、両直線の交わる点を同行

開始地点として算出することとなる。そして当該位置と所要時間を通知することとなる

０129 両者の移動を考慮した同行者の判定について詳細な動作フローを、図4 を用いて

説明する。図4 は、子供 が最大速度で移動した場合に、より長く行動をともにでき

る第三者を探す手順を示すフローチャートである。

０13０ まず、基準となる第 端末 2０の位置情報を検出し(ステップ 4０ ) 、移動先を予

測する (ステップ 4０2)。一方、同行者となりぅる第三の端末の位置情報を検出し(ス

テップ 4０3) 、各端末の移動先を予測する (ステップ 4０4)。そして第 端末 2０の

予測された移動経路の一部と一致する同行者となりぅる第三の端末を抽出する (ステ

、ソプS 4０5)

０131 該当する端末が存在するか否かを判定する (ステップ 4０6)。存在する場合 (ステ

、ソプS 4０6の es)はステップS 4０7へ進み、存在しない場合 (ステップS4０6の o)は

終了する。図3 9に示す位置関係の場合、本人 の予測移動経路上に位置し、移動

先の一部が一致する友人Cと友人 が該当することとなる。同行者となりぅる端末が存

在する場合 (ステップS 4０6の es)、第 端末 2０が追いつくために移動できる最大



の速度を算出する (ステップ 4０7)。そして最大速度で移動した場合の合流地点を

算出する (ステップS 4０8)。図4０に示すダイヤグラムの場合、友人C、友人 の各合

流点が算出される。そして合流地点移行の一致距離を算出する (ステップ 4０9)。図

4０に示す例の場合、友人Cとは残り6００メートル、友人 とは残り3００メートルが一致

距離として算出されることとなる。そして一致距離が最長の人を同行者として判定する

(ステップS 4 ０)。つまり友人Cれづことになる。そして友人Cとの合流地点を同行開

始位置として算出し(ステップS 4 ) 、その地点を同行者である第3端末 4 へ通知

する(ステップS 4 )。また、同様に第 端末 2０へと通知する (ステップS 4 2)

０132 各端末の移動を考慮しつつ、子供の防犯のために同行させるのに適した同行者を

判定し、防犯機能の役割を果たすことが可能となる。

０133 なお、上記例では端末を保持する両ュ一ザの移動を考慮し、例えば線形的に移動

を行った場合の合流点をその同行開始位置として特定を行ったが、これに限ったも

のではない。例えば地図情報を参照し、両者の移動経路上であって、同行開始とし

て望ましい地点をその同行開始位置として特定することとしてもよい。例えば公園や、

見通しのよい広場などは合流する同行開始位置として適した場合が多く、両者の移

動経路上、あるいはさらに前記実施の形態で示す遠回り度を考慮してこれら同行開

始地点を算出することとしてもよい。また、いずれか一方を待たせることとなる場合、

他方を待つのに適した時間を潰せる場所を同行開始位置としてもよい。地図情報蓄

積部 44は、所定の地域の安全度に関する情報を蓄積した地図情報蓄積手段に相

当し、同行開始位置算出部 5０に相当する前記同行開始位置算出手段は、前記移

動経路予測手段により予測された経路上で、前記安全度が高い地点を前記同行開

始位置として算出する。

０134 あるいは、いずれかが他方へ追いつくのではなく、両者が所定の場所へ移動して

合流することとしてもよい。例えば、同行開始位置算出部 5０において、移動先一致

度判定部 5 で算出された一致する経路上であって、同行する両端末の移動距離

が最小となる地点を同行開始位置とすることとしてもよい。この場合、同行開始位置

算出部 5０に相当する前記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段に

より予測された経路上で、同行すると判定された前記第 ュ一ザと前記第2ュ一ザと



の相互の移動距離が最小となる合流点を同行開始位置とする。

０135 (変形例3)

なお、前記変形例 では各端末の移動経路の一致距離を用いて同行者の特定を

行った。防犯れづ観点から、より長い距離を一緒に行動した方が望ま 、ため、本

発明に示すよぅに一致距離が長いュ一ザを同行者として特定し、行動を共にすること

を促すことでより安全に移動を行ぅことが可能となる。またさらに、前記変形例2では各

端末の移動速度を考慮し、同行開始位置および一致距離を算出して同行者の特定

を行った。単に現在位置の相対距離のみならず、移動を考慮した距離の一致度合を

用いて同行者を特定することで、より適切な同行者を特定することが可能となり、安全

に行動を行ぅことができることとなる。

０136 一方、上記変形例に示す実施例では、各端末を保持するュ一ザの年齢など、ュ一

ザのプロファイルを考慮するものではなかった。実際、本発明が使用されるシステム

では、見守られる側のュ一ザが高学年か低学年か、また同行者となって見守る側が

親や先生であるか、あるいは同じよぅに子供であるか等、端末を保持するュ一ザのプ

ロファイルに応じて制御を変更することで、より適切に子供の防犯を行ぅことが可能と

なる。以下、具体例を用いて説明を行ぅ。

０137 まず、本発明に示すシステムは、例えば所定の小学校の生徒に端末を配布する例

が考えられる。そして小学校の 年生から6年生までの各生徒が端末を有し、例えば

登下校や塾等への行き帰りの際などに、上記手法を用いて生徒達がお互い同行し

合いながら危険から身を守る使用例が挙げられる。

０138 図4 2は、本システムの実際に使用されるハード構成の一例を示したものである。ま

ず本システムは、各ュ一ザが保持する端末と、それら端末の情報を処理するサ一バ

とを備える。端末はある小学校や幼稚園などの生徒や、生徒の親、先生、あるいは町

のパトロールを担当する人達等が所持する。そして各端末には前記実施の形態で示

すよぅに、位置検出手段や移動先予測手段等が備えられており、各ュ一ザの現在の

位置や将来の位置等を検出し、サ一バへと送信する。サ一バはある小学校や幼稚園

、あるいは所定の地域ごとにカバーするエリアを有しており、その小学校等の生徒や

、カバーするエリア内の端末から送信された位置情報等をもとに子供を犯罪等から守



るべく、前記実施の形態で示すよぅに防犯通知の制御や、同行を促す処理を行い、

これら処理を各端末へ送信することとなる。

０139 この際、単に端末を保持するュ一ザ同士に合流を促し同行させるのみならず、端末

を保持するュ一ザの年齢等を考慮して同行者を特定することで、より高い防犯機能

を発揮することが可能となる。例えば 年から3年までの低学年の生徒は、より危険に

さらされる可能性が高いと考えられる。そこで例えば一人で帰宅している低学年の生

徒がいた場合、高学年の生徒に同行を促すよぅ通知を制御することとしてもよい。

０14０ 図4 3は同行を促す通知の制御を説明するための図である。図4 3には、華 交差点

で子供 と友人 が離脱し、子供 が一人になった旨が示している。この子供 は低

学年の生徒であるとする。また、子供 の前方には高学年の生徒であるCさん (以下

、高学年者C) 、さらに前方には同じく高学年の生徒である さん (高学年者 ) がい
るとする。またこれらの生徒は同じ華町小学校の生徒であり、本発明に示す各端末を

有しているものとする。そして本例で示す各端末には高学年や低学年等、所有者の

学年に関する情報が蓄積されているものとする。高学年者Cおよび高学年者 の移

動先は華町2交差点を右折した先にある華町学習塾であることが示されている。また

子供 の移動先は、華町2交差点を右折した先にある自宅へ帰宅しよぅとしていると

する。

０14 1 ここで高学年者Cを基準に説明すると、今、高学年者Cの前方には一人で移動して

いる高学年者 と、友人 と離脱して一人になった子供 がいることとなる。両者との

予測移動先の一致度合は、ともに華町学習塾までと等しく、どちらに合流してもよレ亡
ととなる。しかし前述に示すよぅに、低学年の生徒はより危険にさらされる可能性が高

い場合が多いため、例えば学年によって優先度を設け、低学年への合流を優先させ

ることとしてもよい。例えば高学年者Cに後方に低学年の子供 がいること旨を通知し

、一緒に行動させるよぅ促すこととなる。

０142 図44は高学年者の保持する端末に対して、同行可能な低学年者との同行を促す

通知の一例を示す図である。図44は高学年者Cの保持する端末の表示画面である

。表示画面には高学年者Cの現在位置と、後方にいる さんの現在位置および さ

んの今後の移動先である自宅までが矢印で示されている。そして画面には「後方に



ちゃんがいます。一緒に帰ってあげませんか? 」など、同行を促す通知が行われてい
る。そして高学年者Cにその場で待ってもらい、子供を危険から守るべく子供 と同

行することが可能となる。また、例えば高学年者Cに同行可能か否かの確認をさせ、

同行可能とした場合、低学年の生徒には「C兄さんが一緒に帰ってくれますよ。」など

の通知を行ぅこととしてもよい。また、両者が必ずしも顔見知りとは限らないため、例え

ば図44に示すよぅに顔写真等を表示することとしてもよい。

０143 なお、一般的に低学年の生徒は、まだ一人で行動している危険性について認知し

ていない場合もあり、誰かと一緒に行動をするよぅに通知を行っても、必ずしもその通

りの行動するとは限らない。また移動速度れづ観点において、低学年者の移動速度

と、高学年者の移動速度では、高学年者の移動速度の方が速いのが一般的である

ため、例えば生徒の追いつく必要がある場合など、低学年者に通知して高学年者に

合流させるより、高学年者に通知して低学年者に合流させる方がより好ま 、。そこ

で、高学年者に待ってもらぅ、あるいは追いついて一緒に帰ってあげるよぅ促すことで

、より安全に子供たちの行動を管理することができる。

０144 また低学年の生徒は、機器の端末の操作に必ずしも慣れているとは限らず、より簡

易に操作できることが望ま 、。

０145 例えばスケジュールの入力は親が行い、先生や特定の者以外が操作不可能とする

ことで、より防犯レベルを高めることが可能となる。一方、高学年になるにつれ、帰宅

途中に寄り道することも多々あり、また高学年の生徒による多少の寄り道ならば、ユー

ザがその日に応じて予定を変更することで回帰所要時間を越えた場合に通知する制

御を抑制することが可能となる。日々の行動によってユーザ自ら予定を変更可能とす

ることで、誤って通知がされることを防ぐことができる。

０146 また前記実施例では、スケジュール等に入力された予測移動先は固定のものであ

り、固定された移動経路によって一致度を算出していたが、これに限ったものではな

い。例えば、予測移動経路と、さらに前記実施の形態で示した遠回り度を用いて同行

者の特定を行ぅこととしてもよい。例えば年齢等に応じてこの遠回り度を制御すること

で、より適切な見守り機能を発揮することが可能となる。例えば端末には遠回り度の

閾値が蓄積されているものとする。またこの遠回り度の閾値は、前記実施の形態で示



すよぅに各端末に応じて算出した値であってもよいし、あるいは学年等、プロファイル

に応じた値であってもよい。そして単に次の予測目的地までの最短経路や、あるいは

予測移動経路のみならず、遠回り度が閾値以内での他の経路を考慮し、当議経路を

用いて同行者を特定することも可能である。以下、具体例を用いて説明する。

０147 図4 5は同行を促す通知の制御を説明するための図である。図4 5には、図4 3と同

様、華 交差点で子供 と友人 が離脱し、子供 が一人になった旨が示している。

子供 は低学年の生徒であるとする。また、子供 の前方には高学年者Cがいる。高

学年者Cの移動先は華町2交差点を右折した先にある華町学習塾であることが示さ

れている。子供 の移動先は、都3交差点を右折した先にある自宅へ帰宅しよぅとし

ているとする。図4 5において高学年者Cと子供 の移動先の一致度合は低く、あるい
は上記例に示すよぅに両者の移動速度を考慮して移動した場合、まったく一致しない
こととなり、子供 に対する同行者としては、この高学年者Cは適さないこととなってし

まぅ。しかしながら、より高い防犯を目的とする場合、高学年者には多少の迂回を伴っ
てでも低学年者を見守るよぅに同行を促すこととしてもよい。

０148 図46は、高学年者に対しては、遠回り度の閾値の範囲内で低学年者との同行を促

す場合の移動経路の一例を示す図である。例えば、図46に示すよぅに多少遠回りに

なるが、子供 の自宅まで同行しても移動先である華町学習塾へ到達することが可

能である。そして図22に示すよぅな経路を通った場合、子供 との移動先の一致度

は非常に高いものとなる。そこで例えば端末所有者のプロファイルに応じ、高学年者

にはより高い遠回り度を設け、低学年者が一人で移動しよぅとしている場合、この遠回

り度の範囲内で同行を促すよぅ通知を行ぅこととしてもよい。低学年の子供等の商い
防犯を促すことが可能となる。

０149 さらに、同行した場合の移動速度を考慮して遠回り度を算出することとしてもよい。

例えば低学年のュ一ザと同行をした場合、高学年のュ一ザは移動速度が遅くなるこ

とが考えられる。つまり、図46において低学年である子供 の自宅までの経路の間、

高学年者Cは自分の普段の移動速度ではなく、子供 を基準とした移動速度で移動

しなければならないこととなる。このよぅな場合、単に距離をもとに遠回り度を算出し、

当該遠回り度が閾値以内であっても、低学年者と同行した場合、移動に時間がかか



ってしまい、例えば華町学習塾に遅れてしまぅ場合もある。そこで、同行するとした場

合、その同行する間の移動距離と同行者の移動速度等を考慮して遠回り度を算出し

、当該遠回り度が閾値以内か否かで同行者の特定をすることとしてもよい。

０15０ この場合、同行者判定部 4 9は、前記移動経路予測手段で予測した前記第2ュ一

ザの移動経路と、前記第2位置検出手段で検出される前記第2ュ一ザの位置情報と

から、前記第2ュ一ザが 目的地に向かってどの程度遠回りをしているかを示す遠回り

度を算出する遠回り度算出手段と、前記第2ュ一ザの前記遠回り度の閾値を蓄積す

る遠回り度閾値蓄積手段との機能を備え、移動先一致度判定部 5 に対応する前

記経路一致距離算出手段は、前記遠回り度閾値蓄積手段に蓄積された前記遠回り

度の閾値の範囲内で移動した場合の移動経路を用いて前記一致する距離を算出す

る。

０151 また、同行者判定部 4 9は、さらに、前記第2位置検出手段で検出された位置情報

から、出発地を算出する出発地算出手段に相当する機能を備え、前記遠回り度算出

手段の機能を備える同行者判定部 4 9は、ある経路の始点から終点までの移動に

要するコストを表す経路コストを用いて、前記出発地から現在地点までの経路コストと

、現在地点から前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストとの和から、算

出された前記出発地から前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストを減

算した差で表される遠回り度を算出する。

０152 高学年者が低学年者に同行する間の移動距離と同行者の移動速度等を考慮して

遠回り度を算出し、当該遠回り度が閾値以内か否かで同行者の特定をする場合、通

知システムは、図3 の構成にさらに、図2０に示した到着判定部 28に相当する前記

第2位置検出手段で検出される前記第2端末の位置から、前記第2ュ一ザの目的地

への到着を検出する目的地到着検出手段を備える。遠回り度蓄積部 29は、前記遠

回り度算出手段で算出された前記遠回り度を、到着した前記 目的地に対応付けて蓄

積する遠回り度蓄積手段に相当する。閾値算出部 3０は、前記遠回り度蓄積手段に

蓄積された前記遠回り度から、目的地に対応した遠回り度の閾値を算出する閾値算

出手段に相当し、前記遠回り度閾値蓄積手段の機能を備える閾値算出部 3０は、

蓄積されている遠回り度の閾値を、前記閾値算出手段によって算出された新たな閾



値で更新し、移動先一致度判定部 5 に相当する前記経路一致距離算出手段は、

前記遠回り度閾値蓄積手段により更新された遠回り度の前記閾値の範囲内で移動し

た場合の移動経路を用いて前記一致する距離を算出する。

０153 図4 7は、より人数の多い集団に子供 を同行させるとした場合の移動経路の一例

を示す図である。なお、複数人いる方、すなわち、人口密度の高い集団を優先するこ

ととしてもよい。この場合、同行者判定部 4 9は、前記通知制御領域の安全性の度

合いを示し、前記第2端末を保持する第2ュ一ザの密度が高いほど、安全性の度合

いが高いことを示す安全度を算出する安全度算出手段の機能を備え、前記同行者

判定手段として、前記安全度が高い第2ュ一ザを、優先して同行者と判定する。より

安全性を確保することができる (図47) 。また、端末の所有者のプロファイル等より、通

知制御領域の範囲やレベルを変更し、これを考慮することとしてもよい。例えば親や

先生、高学年の生徒の通知制御領域は低学年の生徒のそれより広くする等の制御

をすることで、より適切に子供の見守り機能を発揮することができる。この場合、同行

者判定部 4 9は、前記通知制御領域の安全性の度合いを示し、前記第2端末を保

持する第2ュ一ザの年齢が所定の範囲内で高いほど、安全性の度合いが高いことを

示す安全度を算出する安全度算出手段に相当し、端末の所有者のプロファイル等を

蓄積する機能を備え、前記同行者判定手段として、前記安全度が高い第2ュ一ザを

、優先して同行者と判定する。

０154 なお、前記実施の形態2では、各端末の現在位置や将来の移動先をもとに回帰所

要時間を算出し、算出された回帰所要時間および移動先経路の一致度等をもとに同

行者の特定を 、竹 、防犯通知の制御を行った。一方、前記実施の形態2で示す同行

者の特定方法は、単に防犯通知の制御のためではなく、子供を犯罪等から守るため

の同行者の特定として利用することも可能である。例えば親にとっては、子供がある

時間内に帰宅するのか、あるいは何時に帰宅するかれづ事より、誰と一緒にいるか、

誰と行動を供にしているか等を知ることで安心する場合もある。そこで、前記実施の

形態2で示す同行者の特定方法を用い、信用できる第三者と子供を同行させる装置

として用いることも可能である。

０155 図48は本変形例のシステムの構成を示す図である。前記実施の形態2におけるシ



ステム構成図である図3 と同様の構成要素には同じ符号を付与する。

０156 本変形例は第 位置検出部 ０、第2位置検出部 、第3位置検出部 4 2、第4

位置検出部 4 5等、各端末の位置情報を検出し、移動先予測部 38 によって各端

末の移動先を予測する。そして各端末の位置及び予測移動先より同行できる端末を

、同行者判定部 4 9において判定する。前記実施の形態では、通知の制御を行元
とを目的としていたため、通知制御領域決定部 4、およびその領域に回帰する時

間 (回帰所要時間算出部 3) が必須構成要素であったが、本変形例では、予測さ

れた移動先等のみから同行者を特定することとなるため、これらは必ずしも必要な構

成要素ではないこととなる。なお、複数の端末の中から同行できる端末を判定するた

め、本変形例においても第3位置検出部 4 2、第4位置検出部 4 5等、複数の検出

手段があることを点線で表すものとする。つまり、端末は必ずしも4つに限ったもので

はなく、複数の端末の位置を検出し、その中から特定するものである。そして判定さ

れた同行者と合流する位置を同伴開始位置算出部 5０で決定し、通知の制御を通

知制御部 ０6において行ぅ。

０157 また同行者の特定方法は、図34に示すフローチャートと同様であり、さらに図4 の

フローチャートに示すよぅに移動速度や、さらには端末ュ一ザのプロファイルを考慮し

て同行者を特定することとしてもよい。

産業上の利用可能，性

０158 本発明にかかる通知装置は、携帯電話などの移動体端末等として有用である。



請求の範囲

端末を保持するュ一ザの移動経路に基づいて、当該ュ一ザの位置に関する情報

を他の端末に対して通知する通知システムであって、

第 ュ一ザが保持する第 端末の位置を検出する第 位置検出手段と、

第2ュ一ザが保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出手段と、

前記第2位置検出手段で検出された位置を基準として、前記第 ュ一ザの位置に

関する情報の通知を行わない地図上の領域である通知制御領域を決定する通知制

御領域決定手段と、

前記第 ュ一ザの現在時刻以降の移動経路である、現在位置から前記通知制御

領域までの移動経路を予測する経路予測手段と、

予測された前記移動経路を前記第 ュ一ザが移動した場合に前記通知制御領域

に到達するまでに要する時間を表す回帰所要時間を算出する回帰所要時間算出手

段と、

現在時刻から前記回帰所要時間を経過しない場合は、前記第 ュ一ザの位置に関

する情報の通知を抑制し、現在時刻から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ

、前記第 ュ一ザが前記通知制御領域に到達していない場合には、前記第 ュ一ザ

の位置に関する情報の通知を許可する通知制御手段と

を備えることを特徴とする通知システム。

2 前記第2端末と前記第2端末を保持する前記第2ュ一ザとはそれぞれ複数であり、

前記経路予測手段は、さらに、前記第2ュ一ザそれぞれの現在時刻以降の移動経

路を予測し、

前記通知システムは、さらに、

前記移動経路予測手段で予測された前記第2ュ一ザそれぞれの移動経路および

前記各第2ュ一ザまでの回帰所要時間から、前記第2ュ一ザのぅち前記第 ュ一ザと

同行できる第2ュ一ザを判定する同行者判定手段と、

前記同行者判定手段で判定した前記第2ュ一ザと、前記第 ュ一ザとの同行開始

位置を算出する同行開始位置算出手段と、

特定の一つを含む前記第2端末に対し、前記同行者判定手段で判定した同行者と



なるべき第2ュ一ザと前記同行開始位置に関する情報とを通知する通知手段と

を備えることを特徴とする請求項 記載の通知システム。

3 前記通知システムは、さらに

前記経路予測手段によって前記予測された経路が、前記第 ュ一ザと第2ュ一ザと

で一致する距離を算出する経路一致距離算出手段を備え、

前記同行者判定手段は、前記複数の第2ュ一ザのぅち、前記同行開始位置からの

前記一致距離が最も長い第2ュ一ザを同行者として判定する

ことを特徴とする請求項2記載の通知システム。

4 前記同行開始位置算出手段は、さらに

前記第 端末を保持する前記第 ュ一ザの速度である第 速度を算出する第 端末

速度算出部と、

前記第2端末を保持する前記第2ュ一ザの速度である第2速度を算出する第2端末

速度算出部とを備え、

前記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上

で前記第 ュ一ザおよび前記第2ュ一ザがそれぞれ算出された前記第 速度および

前記第2速度で移動した場合の合流点を前記同行開始位置として算出する

ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

5 前記同行開始位置算出手段は、さらに

前記第 端末を保持する前記第 ュ一ザの速度である第 速度を算出する第 端末

速度算出部と、

前記第2端末を保持する前記第2ュ一ザの速度である第2速度を算出する第2端末

速度算出部と、

前記第 端末速度算出部で算出される速度をもとに、前記第 ュ一ザが前記第2ュ
一ザに向かって移動可能な最大移動速度を算出する最大移動速度算出部とを備え

前記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上

で前記第 ュ一ザおよび前記第2ュ一ザがそれぞれ、算出された前記最大移動速度

および前記第2速度で移動した場合の合流点を前記同行開始位置として算出する



ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

6 前記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上

で、同行すると判定された前記第 ュ一ザと前記第2ュ一ザとの相互の移動距離が

最小となる合流点を同行開始位置とする

ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

7 前記通知システムは、さらに、

前記通知制御領域の安全性の度合いを示し、前記第2端末を保持する第2ュ一ザ

の密度が高いほど、安全性の度合いが高いことを示す安全度を算出する安全度算

出手段を備え、

前記同行者判定手段は、前記安全度が高い第2ュ一ザを、優先して同行者と判定

する

ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

8 前記通知システムは、さらに、

前記通知制御領域の安全性の度合いを示し、前記第2端末を保持する第2ュ一ザ

の年齢が所定の範囲内で高いほど、安全性の度合いが高いことを示す安全度を算

出する安全度算出手段を備え、

前記同行者判定手段は、前記安全度が高い第2ュ一ザを、優先して同行者と判定

する

ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

9 前記通知システムは、さらに、

所定の地域の安全度に関する情報を蓄積した地図情報蓄積手段を備え、

前記同行開始位置算出手段は、前記移動経路予測手段により予測された経路上

で、前記安全度が高い地点を前記同行開始位置として算出する

ことを特徴とする請求項3記載の通知システム。

０ 前記通知システムは、さらに、

前記移動経路予測手段で予測した前記第2ュ一ザの移動経路と、前記第2位置検

出手段で検出される前記第2ュ一ザの位置情報とから、前記第2ュ一ザが 目的地に

向かってどの程度遠回りをしているかを示す遠回り度を算出する遠回り度算出手段と



前記第2ュ一ザの前記遠回り度の閾値を蓄積する遠回り度閾値蓄積手段とを備え

前記経路一致距離算出手段は、前記遠回り度閾値蓄積手段に蓄積された前記遠

回り度の閾値の範囲内で移動した場合の移動経路を用いて前記一致する距離を算

出する

ことを特徴とする請求項 載の通知システム。

前記通知システムは、さらに、

前記第2位置検出手段で検出された位置情報から、出発地を算出する出発地算出

手段を備え、

前記遠回り度算出手段は、ある経路の始点から終点までの移動に要するコストを表

す経路コストを用いて、前記出発地から現在地点までの経路コストと、現在地点から

前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストとの和から、算出された前記

出発地から前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストを減算した差で表

される遠回り度を算出する

ことを特徴とする請求項 ０記載の通知システム。

2 通知システムは、さらに、

前記移動経路予測手段で予測した前記第 ュ一ザの移動経路と、前記第 位置検

出手段で検出される前記第 ュ一ザの位置情報とから、前記第 ュ一ザが 目的地に

向かってどの程度遠回りをしているかを示す遠回り度を算出する遠回り度算出手段と

前記算出された遠回り度に応じて、前記第2端末に対する通知の内容または前記

第2端末以外で通知する相手に関する規則を蓄積した情報通知規則蓄積手段とを

備え、

前記通知制御手段は、前記遠回り度算出手段で算出された遠回り度に応じて前記

情報通知規則を参照し、通知内容または通知相手を変更する

ことを特徴とする請求項 記載の通知システム。

3 前記通知システムは、さらに、



前記第 位置検出手段で検出された位置情報から、出発地を算出する出発地算出

手段を備え、

前記遠回り度算出手段は、ある経路の始点から終点までの移動に要するコストを表

す経路コストを用いて、前記出発地から現在地点までの経路コストと、現在地点から

前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストとの和から、算出された前記

出発地から前記経路予測手段で予測した目的地までの経路コストを減算した差で表

される遠回り度を算出する

ことを特徴とする請求項 2記載の通知システム。

「4 前記通知システムは、さらに、

所定の地点と当該地点における待ち時間に関する情報を蓄積した待ち時間情報

蓄積手段を備え、

前記遠回り度算出手段は、さらに、前記経路コストを経路の始点から終点までの移

動に要する時間を用いて表し、前記待ち時間に関する情報を用いて、前記経路予測

手段で予測された経路上の所定の地点における待ち時間を前記経路コストから差し

引いて、前記遠回り度を算出する

ことを特徴とする請求項 3記載の通知システム。

「 5 前記通知システムは、さらに、

前記第 位置検出手段で検出される前記第 端末の位置から、前記第 ュ一ザの

目的地への到着を検出する目的地到着検出手段と、

前記遠回り度算出手段で算出された前記遠回り度を、到着した前記 目的地に対応

付けて蓄積する遠回り度蓄積手段と、

前記遠回り度蓄積手段に蓄積された前記遠回り度から、目的地に対応した遠回り

度の閾値を算出する閾値算出手段とを備え、

前記情報通知規則蓄積手段は、目的地ごとに算出された遠回り度の前記閾値を前

記情報通知規則として蓄積する

ことを特徴とする請求項 3記載の通知システム。

6 前記通知システムは、さらに、

前記第2位置検出手段で検出される前記第2端末の位置から、前記第2ュ一ザの



目的地への到着を検出する目的地到着検出手段と、

前記遠回り度算出手段で算出された前記遠回り度を、到着した前記 目的地に対応

付けて蓄積する遠回り度蓄積手段と、

前記遠回り度蓄積手段に蓄積された前記遠回り度から、目的地に対応した遠回り

度の閾値を算出する閾値算出手段とを備え、

前記遠回り度閾値蓄積手段は、蓄積されている遠回り度の閾値を、前記閾値算出

手段によって算出された新たな閾値で更新し、

前記経路一致距離算出手段は、前記遠回り度閾値蓄積手段により更新された遠回

り度の前記閾値の範囲内で移動した場合の移動経路を用いて前記一致する距離を

算出する

ことを特徴とする請求項皿記載の通知システム。

7 端末を保持するュ一ザの移動経路に基づいて、当該ュ一ザの位置に関する情報

を他の端末に対して通知する通知装置であって、

第 ュ一ザが保持する第 端末の位置を検出する第 位置検出手段と、

第2ュ一ザが保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出手段と、

前記第2位置検出手段で検出された位置を基準として、前記第2端末に対して第

ュ一ザの位置に関する情報の通知を行わない地図上の領域である通知制御領域を

決定する通知制御領域決定手段と

前記第 ュ一ザの現在時刻以降の移動経路である、現在位置から前記通知制御

領域までの移動経路を予測する経路予測手段と、

予測された前記移動経路を前記第 ュ一ザが移動した場合に前記通知制御領域

に到達するまでに要する時間を表す回帰所要時間を算出する回帰所要時間算出手

段と、

現在時刻から前記回帰所要時間を経過しない場合は、前記第 ュ一ザの位置に関

する情報の通知を抑制し、現在時刻から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ

、前記第 ュ一ザが前記通知制御領域に到達していない場合には、前記第 ュ一ザ

の位置に関する情報の通知を許可する通知制御手段と、

前記通知制御手段による制御に従って、前記第 ュ一ザの位置に関する情報を通



知する通知手段と

を備えることを特徴とする通知装置。

8 端末を保持するユーザの移動経路に基づいて、当該ユーザの位置に関する情報

を他の端末に対して通知する通知方法であって、

第 ユーザが保持する第 端末の位置を第 位置検出手段が検出する第 位置検

出ステップと、

第2ユーザが保持する第2端末の位置を第2位置検出手段が検出する第2位置検

出ステップと、

前記第2位置検出ステップで検出された位置を基準として、前記第2端末に対して

第 ユーザの位置に関する情報の通知を行わない地図上の領域である通知制御領

域を通知制御領域決定手段が決定する通知制御領域決定ステップと、

前記第 ユーザの現在時刻以降の移動経路である、現在位置から前記通知制御

領域までの移動経路を経路予測手段が予測する経路予測ステップと、

予測された前記移動経路を前記第 ユーザが移動した場合に前記通知制御領域

に到達するまでに要する時間を表す回帰所要時間を回帰所要時間算出手段が算出

する回帰所要時間算出ステップと、

現在時刻から前記回帰所要時間を経過しない場合は、前記第 ユーザの位置に関

する情報の通知を抑制し、現在時刻から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ

、前記第 ユーザが前記通知制御領域に到達していない場合には、前記第 ユーザ

の位置に関する情報の通知を許可する通知制御手段による通知制御ステップと、

前記通知制御ステップでの通知制御手段による制御に従って、前記第 ユーザの

位置に関する情報を通知する通知ステップと

を含むことを特徴とする通知方法。

9 端末を保持するユーザの移動経路に基づいて、当該ユーザの位置に関する情報

を他の端末に対して通知する通知装置のためのプログラムであって、コンピュータに

第 ユーザが保持する第 端末の位置を検出する第 位置検出ステップと、第2ユ

ーザが保持する第2端末の位置を検出する第2位置検出ステ、ソプと、前記第2位置検

出ステップで検出された位置を基準として、前記第2端末に対して第 ユーザの位置



に関する情報の通知を行わない地図上の領域である通知制御領域を決定する通知

制御領域決定ステップと前記第 ュ一ザの現在時刻以降の移動経路である、現在位

置から前記通知制御領域までの移動経路を予測する経路予測ステップと、予測され

た前記移動経路を前記第 ュ一ザが移動した場合に前記通知制御領域に到達する

までに要する時間を表す回帰所要時間を算出する回帰所要時間算出ステップと、現

在時刻から前記回帰所要時間を経過しない場合は、前記第 ュ一ザの位置に関す
る情報の通知を抑制し、現在時刻から前記回帰所要時間を経過した場合で、かつ、

前記第 ュ一ザが前記通知制御領域に到達していない場合には、前記第 ュ一ザの

位置に関する情報の通知を許可する通知制御ステップと、前記通知制御ステップに

よる制御に従って、前記第 ュ一ザの位置に関する情報を通知する通知ステップとを

実行させるプログラム。
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引用文献の力テ の 日の後に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな 、一般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 さ た文献てあ て

もの 出願 t 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
E 国際 願 日前の 願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの 特に関連のある文献てあ て、当該文献のみて発明
Γ J 優先権 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな と考えら るもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す 特に関連のある文献てあ て、当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 との、当業者にと て自明てある組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな と考えられるもの
r p j 国際 願 日前て、か 優先権の 張の基礎 となる出願 r& j 同一 テ トフア 文献

国際禍査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 1 . 0 6 . 2 0 0 7 2 6 . 0 6 . 2 0 0 7

国際洞査機関の名称及ひあて先 特辞庁審査官 権限のある職員 3 H 3 5 2 0

日本国特許庁 ( I S AノJ P ) 日比谷 洋平
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都 代田区霞か関三丁目4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 1 6
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国際禍査報告 国際出願番号 PCT/ JP2007/059107

C (続き 関連すδ .沼められδ 文献
用文献の 関連する

カテ リ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連する きは、その関連する箇所の表示 晴水の範囲の番号

A JP 2005 293255 A (株式会社 1 ) 2005・ 1 1-1 9
0・ 20，全文 ア な し)

A JP 2003 174396 A (日本電気株式会社) 200 3 . 1-1 9
06 . 20，全文
& U S 2003 0 1 19529 A 1
& GB 002384949 A
& CN 001424861 A
& HK 001056473 A
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