
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動端末の位置情報を提供する位置情報提供部と、
前記位置情報提供部により提供された位置情報に基づいて前記移動端末の位置に依存する
サービスを該移動端末に提供するサービス提供部と、
前記移動端末と 前記サービス提供部との間の通信の制御を行う通
信制御部とを有し、
前記通信制御部は

ことを特徴とするサービス提供システム。
【請求項２】
移動端末の位置情報を提供する位置情報提供部と、
前記位置情報提供部により提供された位置情報に基づいて前記移動端末の位置に依存する
サービスを該移動端末に提供する第１のサービス提供部と、
前記移動端末の位置に依存しないサービスを該移動端末に提供する第２のサービス提供部
と、
前記移動端末と 前記第１及び第２のサービス提供部との間の通信
の制御を行う通信制御部とを有し、
前記通信制御部は
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前記位置情報提供部及び

、前記移動端末から送られてくる前記移動端末を所持するユーザのユー
ザＩＤが付加された位置情報要求を前記位置情報提供部に送信すると共に、前記ユーザＩ
Ｄを他の一時的に割り当てた一時ＩＤに変換して管理し、該一時ＩＤを除いた形式のサー
ビス要求を前記サービス提供部に送信する

前記位置情報提供部及び

、前記移動端末から送られてくる前記移動端末を所持するユーザのユー



ことを特徴とするサービス提供システム
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話端末、携帯情報端末などの移動端末に対して種々のサービスを提供す
るサービス提 ステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ｗｅｂのホームページ上に表示される広告、いわゆるバナー広告は、Ｗｅｂであるがゆえ
に国境が存在しない。従って、国内に限定することなく、世界中に向けて広告をしてゆく
には、大変よいシステムである。しかし、ユーザの立場からすると、興味のある広告を見
つけたとしても、その広告によって宣伝されているサービスを実際に利用できない状況、
例えばその広告によって紹介されている商品を販売している店舗が簡単に出向くことがで
きない遠隔地にある場合などでは、意味をなさないことになる。
【０００３】
これに対して、ＴＶ放送やラジオ放送においては、番組のコンテンツは各地域で共通であ
っても、コマーシャル（ＣＭ）の内容は各地域に個別に編成されているため、視聴者にと
って有益な情報が提供されている。このような仕組みが移動通信においても可能となれば
、移動端末を所持するユーザに対して非常に有用と考えられる。
【０００４】
具体的には、携帯電話、自動車電話及び携帯情報端末といった移動端末に対して、その端
末が位置している地域内の各種広告、案内などのサービスを提供できれば、ユーザにとっ
ては例えばそのサービスによって知らされた店舗にすぐ出向くことができるなど、非常に
利便性が高い。しかし、従来ではそのような仕組みは考えられていない。
【０００５】
現在のＩモードと呼ばれるような、ある種の携帯電話端末によるインターネットアクセス
では、端末をインターネットにつなげるためにダイアルを行った時点で、携帯電話端末が
持つ固有のユーザＩＤである電話番号が外部に明らかとなってしまう。最近注目を集めて
いるＥＣ（電子商取引）技術により、インターネットを利用した商品購買などを行う場合
には、ユーザＩＤに加えてクレジットカード番号のような個人情報が送信される。
【０００６】
このような携帯電話端末に対してインターネットを介して広告サービスを行うことを考え
た場合、サービスプロバイダ側としては、広告サービスを要求したユーザが誰であるかを
厳密に特定する必要はない。プロバイダがユーザを特定する必要があるのは、そのユーザ
が広告を見て実際に商品などの購買活動に移るときである。
【０００７】
ところが、現在の携帯電話端末などによる無線アクセスは、ユーザＩＤのような端末のユ
ーザ自身を特定する情報が送信されることを前提として成り立っているので、ユーザの立
場からは単に広告を見ようとする場合でも匿名性が保証されないという問題がある。匿名
性が保証されなければ、ユーザは利用するかどうかが不確定な広告を見る気がなくなって
しまい、こうした携帯電話端末を利用した広告サービス自体が無意味か価値の低いものと
なってしまう。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来の技術では携帯電話端末などの移動端末に対して、移動端末の移動
性に適したサービスを提供することができないという問題があった。
【０００９】
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ザＩＤが付加された位置情報要求を前記位置情報提供部に送信すると共に、前記ユーザＩ
Ｄを他の一時的に割り当てた一時ＩＤに変換して管理し、該一時ＩＤを除いた形式のサー
ビス要求を前記第１のサービス提供部に送信する
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また、従来の携帯電話端末によるインターネットへのサービスアクセスでは、提供される
サービスが広告などの場合、プロバイダに対して本来はユーザを特定させる必要がないに
も関わらず、ユーザＩＤなどユーザを特定する情報を教えることになってしまい、匿名性
が維持されないという問題があった。
【００１０】
本発明は、上記のような従来の問題点を解決するためになされたもので、移動端末に対し
て移動性に適したサービスを提供するサービス提 ステムを提供することを目的とする
。
【００１１】
また、本発明は移動端末のユーザに対して匿名性を維持しつつサービスを提供したり、サ
ービスの種類に応じて匿名性を維持しつつ、あるいはユーザを識別しつつサービスを提供
することを選択できるようにすることを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため、本発明に係るサービス提供方法は、移動端末の位置情報を取
得し、移動端末からのサービス要求に応じて移動端末の位置に依存するサービス、言い換
えれば移動端末の位置の近傍地域で提供可能なサービスを移動端末に提供することを基本
的な特徴とする。
【００１３】
本発明に係る他のサービス提供方法は、移動端末の位置情報及び該移動端末の移動速度に
関する情報を取得し、該移動端末からのサービス要求に応じて該移動端末の位置の近傍地
域で提供可能なサービスを該移動端末の移動速度に応じた探索範囲から探索して該移動端
末に提供することを特徴とする。
【００１４】
また、本発明に係るサービス提供システムは、移動端末の位置情報を提供する位置情報提
供部と、この位置情報提供部により提供された位置情報に基づいて移動端末の位置に依存
するサービスを該移動端末に提供するサービス提供部と、移動端末とサービス提供部との
間の通信の制御を行う通信制御部とを有し、この通信制御部は移動端末を所持するユーザ
の識別番号を他の一時的に割り当てた識別番号に変換して管理することを特徴とする。
【００１５】
本発明に係る他のサービス提供システムは、移動端末の位置情報を提供する位置情報提供
部と、この位置情報提供部により提供された位置情報に基づいて移動端末の位置に依存す
るサービスを該移動端末に提供する第１のサービス提供部と、移動端末の位置に依存しな
いサービスを該移動端末に提供する第２のサービス提供部と、移動端末と第１及び第２の
サービス提供部との間の通信の制御を行う通信制御部とを有し、この通信制御部は移動端
末を所持するユーザの識別番号を他の一時的に割り当てた識別番号に変換して管理するこ
とを特徴とする。
【００１６】
本発明に係るさらに別のサービス提供システムは、移動端末の位置情報を少なくとも含み
、該端末を所持するユーザに関するユーザ識別番号以外の情報を示すユーザプロファイル
を記憶する記憶部と、この記憶部に記憶されたユーザプロファイルを外部サーバに送信し
、該送信したユーザプロファイルに従って該外部サーバから伝送されてきた該端末の位置
に依存するサービスの情報を受信するための送受信部とを有することを特徴とする。
【００１７】
本発明に係る移動端末は、移動端末の位置情報を少なくとも含み、該端末を所持するユー
ザに関するユーザ識別番号以外の情報を示す第１のユーザプロファイルを記憶する第１の
記憶部と、ユーザ識別番号を少なくとも含み、ユーザに関する情報を示す第２のユーザプ
ロファイルを記憶する第２の記憶部と、第１のユーザプロファイルを第１の外部サーバに
送信して、該送信した第１のユーザプロファイルに従って該第１の外部サーバから伝送さ
れてきた該端末の位置に依存するサービスの情報を受信し、また第２のユーザプロファイ
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ルを第２の外部サーバに送信して、該送信した第２のユーザプロファイルに従って該第２
の外部サーバから伝送されてきた該端末の位置に依存しないサービスの情報を受信するた
めの送受信部とを有することを特徴とする。
【００１８】
本発明に係る他の移動端末は、移動端末の位置情報を少なくとも含み、該端末を所持する
ユーザに関するユーザ識別番号以外の情報を示す第１のユーザプロファイルを記憶する第
１の記憶部と、ユーザ識別番号を少なくとも含み、ユーザに関する情報を示す第２のユー
ザプロファイルを記憶する第２の記憶部と、第１のユーザプロファイルを第１の外部サー
バに送信して、該送信した第１のユーザプロファイルに従って該第１の外部サーバから伝
送されてきたユーザを識別する必要のないサービスの情報を受信し、また第２のユーザプ
ロファイルを第２の外部サーバに送信して、該送信した第２のユーザプロファイルに従っ
て該第２の外部サーバから伝送されてきたユーザを識別する必要のあるサービスの情報を
受信するための送受信部とを有することを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態に係る移動端末及びサービス提供システムを示している
。このシステムは、大きく分けて移動端末１０Ａ、無線ネットワーク１８とインターネッ
ト２０とを相互接続する無線ゲートウェイ１９、インターネット２０に接続された位置情
報提供サーバ２１及び位置依存サービス提供サーバ２２からなる。
【００２０】
移動端末１０Ａは、例えば携帯電話端末や携帯情報端末であり、通常の携帯電話端末等に
備えられる各種キーなどの入力部１１、ディスプレイ、スピーカなどの情報呈示部１２、
ＣＰＵを用いて構成される情報管理部１３及び外部との無線による送受信を行うためのア
ンテナを含む送受信部１４に加えて、本発明に特有の構成要素として位置情報取得部１５
及びダイナミックユーザプロファイル記憶部１６を有する。以下、移動端末１０Ａの内部
構成についてさらに詳しく説明する。
【００２１】
入力部１１は、本発明に関連する操作として移動端末１０Ａが提供を受けようとするサー
ビスを取捨選択する入力操作を含む各種の操作を行うことができる。情報呈示部１２は、
本発明に関連する操作として位置情報取得部１５が取得した位置情報、あるいは位置情報
提供サーバ２１から送られてきた位置情報や、後述する位置依存サービス提供サーバから
提供されたサービスの情報をユーザに分かりやすいように呈示することができる。
【００２２】
位置情報取得部１５は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（ブルーツース）やＩｒＤＡあるいは
無線タグを用いて、移動端末１０Ａの位置の近傍に存在する建物などの識別情報より移動
端末１０Ａの現在位置の情報を取得し、情報管理部１３に供給する。この位置情報取得部
１５は、位置情報提供サーバ２１から移動端末１０Ａの現在位 関する必要な精度の位
置情報が常に提供され得る場合は、省略することができる。逆に、位置情報取得部１５に
よって移動端末１０Ａの現在位置の情報が常に得られれば、位置情報提供サーバ２１を省
略することもできる。勿論、位置情報取得部１５で取得された位置情報及び位置情報提供
サーバ２１から提供される位置情報の両方を併用することもできる。
【００２３】
ダイナミックユーザプロファイル記憶部１６には、移動端末１０Ａを所持するユーザに関
する情報であるユーザプロファイルのうち、移動端末１０Ａの位置変化や時間経過に伴っ
て動的に変化する情報、具体的には例えば図２（ａ）に示されるように、（１）移動端末
１０Ａの位置情報、（２）ユーザが位置依存サービスを受けようとするか位置に依存しな
いサービスを受けようとするかの区別を示す位置依存・非依存情報、及び（３）その他の
位置依存情報がダイナミックユーザプロファイルとして記憶される。
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【００２４】
ここで、このダイナミックユーザプロファイルに含まれる移動端末１０Ａの位置情報には
、位置情報取得部１５によって取得された位置情報、あるいは位置情報提供サーバ２１よ
り提供される位置情報が用いられる。また、このダイナミックユーザプロファイルには、
移動端末１０Ａを所持するユーザのプライバシーに関するユーザＩＤの情報などは含まれ
ないものとする。
【００２５】
送受信部１４は、移動端末１０による通常の通信情報の送受信を行うほか、本実施形態で
はサービス要求とダイナミックユーザプロファイル記憶部１６に記憶されたダイナミック
ユーザプロファイルの送信を行う。また、送受信部１４は位置情報取得部１５で取得され
た位置情報の送信及び、位置情報提供サーバ２１に対する位置情報の提供を要求する位置
情報要求の送信も行う。さらに、送受信部１４は位置情報提供サーバ２１から提供される
位置情報の受信、及び位置依存サービス提供サーバ２２から提供されるサービス情報の受
信を行う。
【００２６】
情報管理部１３は、入力部１１からの入力の受付、情報呈示部１２に対する呈示制御、位
置情報取得部１５に対する制御と取得された位置情報の取り込み、ダイナミックユーザプ
ロファイル記憶部１６の書き込み／読み出し制御、送受信部１４への送信データの供給と
送受信部１４からの受信データの取り込みといった各種の情報管理を行う。
【００２７】
次に、無線ゲートウェイ１９、位置情報取得サーバ２１及び位置依存サービス提供サーバ
２２について説明する。
移動端末１０Ａの送受信部１４は、無線ネットワーク１８を介して無線ゲートウェイ１９
に接続される。無線ネットワーク１８は、移動端末１０Ａと通信を行う基地局及びこれに
接続される移動交換機等を含み、無線ゲートウェイ１９と接続される。
【００２８】
無線ゲートウェイ１９は、無線ネットワーク１８と、位置情報取得サーバ２１及び位置依
存サービス提供サーバ２２が接続された通信網であるインターネット２０とを相互接続し
てプロトコル変換を行う。さらに、無線ゲートウェイ１９は本発明に関係する制御として
、無線ネットワーク１８及びインターネット２０を介した移動端末１０Ａと位置情報取得
サーバ２１及び位置依存サービス提供サーバ２２との間の通信の制御を行う。
【００２９】
位置情報提供サーバ２１は、移動端末１０Ａの現在位置を移動端末１０Ａ内の位置情報取
得部１５とは別に遠隔的に求め、その経度、緯度などの位置情報を移動端末１０Ａに提供
するものであり、具体的には例えばＧＰＳによって移動端末１０Ａの位置を知ることがで
きる。また、無線ネットワーク１８がＰＨＳ網の場合は通常の携帯電話網に比較してゾー
ンが狭いため、移動端末１０Ａがどのゾーンに位置するかで移動端末１０Ａの位置を比較
的精度よく知ることができる。無線ネットワーク１８がＣＤＭＡ方式の携帯電話網では、
ゾーンそのものはＰＨＳ網に比較して大きいが、常に２～３局の基地局が移動端末１０Ａ
を捕捉しているので、やはり比較的精度良く移動端末１０Ａの位置を知ることができる。
【００３０】
位置依存サービス提供サーバ２２は、移動端末１０Ａから伝送される前述したダイナミッ
クユーザプロファイルを受け、このダイナミックユーザプロファイルに含まれる位置情報
（位置情報取得部１５で取得されるか、あるいは位置情報提供サーバ２１から移動端末１
０Ａに提供された位置情報）に基づいて、移動端末１０Ａの位置に依存するサービスを移
動端末１０Ａに提供するものである。
【００３１】
ここで、移動端末１０Ａの位置に依存するサービスとは、具体的には移動端末１０Ａが位
置する地域向けの各種広告、例えば飲食店や土産物屋などの店舗の広告、クーポン情報、
観光地、テーマパーク、宿泊施設、映画館などの宣伝広告、名産物の紹介、公共施設の案
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内、天気予報、交通案内（道案内）、各種イベントの案内、等々である。
【００３２】
なお、本実施形態では位置情報提供サーバ２１及び位置依存サービス提供サーバ２２は、
それぞれ位置情報プロバイダ及びサービスプロバイダにより保有・管理されているが、両
サーバ２１及び２２を同一プロバイダによって保有・管理されていても一向に構わない。
【００３３】
次に、図３を用いて本実施形態における位置依存サービス提供処理の流れについて説明す
る。図３は、位置依存サービス提供時の移動端末１０Ａ、無線ゲートウェイ１９、位置情
報提供サーバ２１及び位置依存サービス提供サーバ２２間の情報のやりとりを示している
。
移動端末１０Ａを所持するユーザが例えばある目的地に行くために、交通案内サービスを
受けたいと望むとする。この場合、位置依存サービス提供サーバ２２を有する交通案内の
サービスプロバイダにアクセスすることになるが、そのためには自分の現在地を示す位置
情報を位置依存サービス提供サーバ２２に知らせる必要がある。以下の説明では、この位
置情報が位置情報提供サーバ２１から移動端末１０Ａに提供され、これが位置依存サービ
ス提供サーバ２２に与えられる場合について述べる。
【００３４】
まず、ユーザが交通案内などの位置依存サービスを受けたい旨のサービス要求操作を移動
端末１０Ａの入力部１１により行うと、サービス自体の要求の前に位置情報の要求が移動
端末１０Ａから発信される。この位置情報要求には、後述するように位置情報提供サーバ
２１から提供された位置情報を位置依存情報提供サーバ２２に送信する際に必要な最小限
の情報、例えばユーザＩＤだけが付加されている。付加されるユーザＩＤは、絶対的なＩ
Ｄである必要はなく、無線ゲートウェイ１８がいくつか用意しているＩＤの中から一時的
に他のユーザＩＤと識別できるように割り振ったＩＤであっても構わない。
【００３５】
移動端末１２Ａから発信された位置情報要求は、無線ネットワーク１８、無線ゲートウェ
イ１９及びインターネット２０を経由して位置情報提供サーバ２１に送信される。位置情
報提供サーバ２１は、この位置情報要求に応答して例えばＧＰＳにより測定した経度、緯
度からなる位置情報（ｘ，ｙ）を取得し、移動端末１０Ａに向けて送信する。
【００３６】
位置情報提供サーバ２１からの位置情報をインターネット２０、無線ゲートウェイ１９及
び無線ネットワーク１８を介して受け取った移動端末１０Ａでは、ダイナミックユーザプ
ロファイル記憶部１６に記憶されているダイナミックユーザプロファイルの一部である位
置情報を更新する。そして、次に移動端末１０Ａはこの更新後のダイナミックユーザプロ
ファイルをサービス要求情報に付加して送信する。移動端末１０Ａから送信されたサービ
ス要求及び更新されたダイナミックユーザプロファイルの情報は、まず無線ネットワーク
１８を介して無線ゲートウェイ１９で受信される。
【００３７】
無線ゲートウェイ１９では、例えば図４（ａ）のような形式で通信制御用情報テーブルを
記憶している。このテーブルは、移動端末から出されたサービス要求のパケットのＩＤを
示すサービス要求ＩＤ（ｐ１，ｐ２，…）と、サービス要求パケットの送り先である位置
情報提供サーバ２２を管理しているサービスプロバイダ名（ＰＲ１，ＰＲ２，…）と、移
動端末の位置情報（（Ｘ１，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），…）と、ユーザ一時ＩＤ（ＵＩＤ
１，ＵＩＤ２，…）と、実際にサービスを提供するのに必要なパラメータ（ｄｓ１，ｄｓ
２，…）とを対応付けて記憶保持したものである。
【００３８】
ここで、ユーザ一時ＩＤ（ＵＩＤ１，ＵＩＤ２，…）は、位置依存サービス提供サーバ２
２から送信されたサービスの提供先となる移動端末を特定するために一時的に割り当てら
れたＩＤであり、これらのユーザ一時ＩＤは無線ゲートウェイ１９において図示しないユ
ーザＩＤ対応テーブルによって移動端末を所持するユーザの実際のＩＤであるユーザＩＤ
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と対応付けられている。すなわち、無線ゲートウェイ１９においては、移動端末からのユ
ーザＩＤをユーザ一時ＩＤに置き換えて管理することによって（図３におけるユーザＩＤ
→一時ＩＤのランダマイズ）、ユーザＩＤを外部に対して隠蔽している。
【００３９】
パラメータ（ｄｓ１，ｄｓ２，…）は、例えば位置依存サービスが交通案内であれば、目
的地を示す緯度や経度、あるいは住所といった情報や、目的地に到達していない場合の時
刻などのリストからなっている。
【００４０】
図４（ａ）の例では、ｐ３で示されるサービス要求ＩＤを持つサービス要求パケットは、
まだ位置情報が入っておらず、位置情報の欄は“ＮＵＬＬ”となっている。この場合、無
線ゲートウェイ１９は、このサービス要求ＩＤがｐ３であるサービス要求パケットについ
ては、位置情報提供サーバ２２に対してはまだ送信できないと判断し、位置情報提供サー
バ２１の方に送信することにより位置情報を獲得して、パケット全体が完備した後で位置
依存サービス提供サーバ２２に送信する。
【００４１】
無線ゲートウェイ１９は、図４（ａ）に示した通信制御用情報テーブルに基づいて、サー
ビス要求及びダイナミックユーザプロファイルを位置依存サービス提供サーバ２２に送信
するが、その際にはサービス要求パケットについてはユーザ一時ＩＤを除いた例えば図４
（ｂ）のような形式にして送出する。従って、例えば位置依存サービス提供サーバ２２を
有するサービスプロバイダがユーザ一時ＩＤからユーザＩＤを知ってしまうことを防ぐこ
とができ、プライバシーの秘匿に有効である。また、無線ゲートウェイ１９はサービス要
求及びダイナミックユーザプロファイルを位置依存サービス提供サーバ２２に送信する際
に、図４（ｂ）では示されていないが、無線ゲートウェイ１９自身のＩＤも送出する。
【００４２】
こうして無線ゲートウェイ１９からサービス要求及びダイナミックユーザプロファイルの
情報が位置依存サービス提供サーバ２２に送信されると、位置依存サービス提供サーバ２
２では、受け取ったダイナミックユーザプロファイルに含まれる位置情報とパラメータを
基に位置依存サービス情報である交通案内等のサービス情報を生成し、これをサービス応
答情報として無線ゲートウェイ１９に送信する。
【００４３】
位置依存サービス提供サーバ２２には、各地にある無線ゲートウェイ１９からのサービス
要求が送られてくる。位置依存サービス提供サーバ２２では、送られてきたサービス要求
を例えば図５（ａ）に示すようにサービス要求ＩＤ（ｐ１，ｐ１１３，…）と、これを送
り返す先である無線ゲートウェイ１９のＩＤ（ＧＷ１，ＧＷ１１，…）と、移動端末１０
Ａ 位置情報（（Ｘ１，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），…）、及びパラメータ（ｄｓ１，ｄｓ
２，…）の組にしてサービス要求情報テーブルとして保持しており、このテーブルを参照
してサービス要求に対するサービス情報を生成して応答を行う。
【００４４】
例えば、図５（ｂ）に示すようにサービス要求ＩＤがｐ１であるサービス要求に対するサ
ービス情報ｓｉ１を生成すると、位置依存サービス提供サーバ２２は図５（ａ）のサービ
ス要求情報テーブルを参照して、サービス情報ｓｉ１の送り返し先である無線ゲートウェ
イ１９のＩＤを見いだす。この場合、無線ゲートウェイ１９のＩＤはＷＧ１であるので、
ＩＤがＷＧ１である無線ゲートウェイ１９に対して、サービス情報ｓｉ１を図５（ｂ）に
示すようにサービス要求ＩＤ及び移動端末１０Ａの位置情報と共にサービス応答情報とし
て送信する。
【００４５】
この際に、同じ無線ゲートウェイ１９で受け付けたサービス要求、例えば図５（ｂ）に示
すように図５（ａ）のテーブル中のＷＧ１のＩＤを持つ無線ゲートウェイ１９で受け付け
たサービス要求ＩＤがｐ１，ｐ９であるサービス要求に対しては、生成したサービス情報
ｓｉ１，ｓｉ９をサービス要求ＩＤ及び移動端末１０Ａの位置情報と共にまとめて無線ゲ
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ートウェイ１９に送信することも可能である。
【００４６】
無線ゲートウエイ１９は、図５（ｂ）のような形式で送られてきたサービス応答情報を図
４（ａ）のサービス要求情報テーブルの内容と照合し、サービス応答情報を送信すべき移
動端末を特定する。具体的には、例えば図５（ｂ）中のｐ１と同じサービス要求ＩＤが図
４（ａ）の通信制御用情報テーブル内にあるかどうかをまず調べる。
【００４７】
ここで、もしｐ１と同じサービス要求ＩＤがなければ、該当する移動端末がないというこ
とで、無線ゲートウェイ１９はそのサービス応答情報を位置依存サービス提供サーバ２２
に送り返す。ｐ１と同じサービス要求ＩＤが図４（ａ）の通信制御用情報テーブル内にあ
れば、次に図５（ｂ）中のサービス要求ＩＤ＝ｐ１に対応する位置情報が図４（ａ）中の
ｐ１に対応する位置情報と同一かどうかをチェックする。これらの位置情報が同一であれ
ば、図４（ａ）の通信制御用情報テーブル内のサービス要求ＩＤ＝ｐ１に対応するユーザ
一時ＩＤから、前述したユーザＩＤ対応テーブルを用いて対応するユーザＩＤを認識し（
図３における一時ＩＤ→ユーザＩＤのランダマイズ）、そのユーザＩＤを持つ移動端末１
０Ａにサービス応答情報を送信する。
【００４８】
図６は、本実施形態において交通案内（道案内）サービスを行う場合の移動端末の使用イ
メージの一例であり、ユーザは例えばポケットに端末１を入れ、道案内のサービス情報を
ヘッドフォン２で聞いたりしながら、目的地に向かうことができる。また、ユーザはマイ
クロフォン３を用いてサービス要求を音声で行うこともできる。
【００４９】
このように本実施形態によれば、移動端末１０Ａに位置情報提供サーバ２１から提供され
た位置情報、あるいは移動端末１０Ａ自身で位置情報取得部１５により取得した位置情報
を用いて、移動端末１０Ａに対して位置依存サービス提供サーバ２２から移動端末１０Ａ
の位置に依存したローカルな各種の広告や案内などのサービスを提供することができる。
さらに、本実施形態によると移動端末１０Ａを所持するユーザの側からは、ユーザＩＤは
無線ゲートウェイ１８においてユーザ一時ＩＤの形で管理され、サーバ２１，２２に対し
てはユーザＩＤもユーザ一時ＩＤも送られず秘匿状態にあるので、ユーザＩＤその他のユ
ーザ個人のプライバシーを位置情報プロバイダやサービスプロバイダに対して公開される
ことがなく、安心して位置に依存したサービスを受けることができるという利点がある。
【００５０】
（第２の実施形態）
図７に、本発明の第２の実施形態に係る移動通信端末及びサービス提供システムの構成を
示す。本実施形態においては、移動端末１０Ｂにダイナミックユーザプロファイル記憶部
１６とは別に、位置や時間によって変更されないスタティックなユーザプロファイルを記
憶するスタティックユーザプロファイル記憶部１７が追加されている点が第１の実施形態
と異なる。
【００５１】
非位置依存サービス提供サーバ２３は、移動端末１０Ｂから伝送されるスタティックユー
ザプロファイルを受け、移動端末１０Ｂの位置に依存するサービスを移動端末１０Ｂに提
供するものであり、サービスプロバイダにより保有・管理されている。非位置依存サービ
ス提供サーバ２２を保有・管理するサービスプロバイダは、位置情報提供サーバ２１や位
置依存サービス提供サーバ２２を保有・管理するプロバイダと同一であってもよい。
【００５２】
ダイナミックユーザプロファイル記憶部１６には、第１の実施形態と同様に、移動端末１
０Ｂを所持するユーザに関するユーザプロファイルのうち、移動端末１０Ｂの位置変化や
時間経過に伴って動的に変化する情報、例えば図８（ａ）に示すように、（１）移動端末
１０Ｂの位置情報、（２）ユーザが位置依存サービスを受けようとするか位置に依存しな
いサービスを受けようとするかの区別を示す位置依存・非依存情報、及び（３）その他の
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位置依存情報がダイナミックユーザプロファイルとして記憶されている。このダイナミッ
クユーザプロファイルには、移動端末１０Ｂを所持するユーザのプライバシーに関するユ
ーザＩＤの情報などは含まれないものとする。
【００５３】
一方、スタティックユーザプロファイル記憶部１７には、移動端末１０Ｂを所持するユー
ザに関するユーザプロファイルのうち、移動端末１０Ｂの位置変化や時間経過に伴って変
化しない静的な情報、例えば図８（ｂ）に示すように、（１）移動端末１０Ｂを所持する
ユーザのユーザＩＤ、（２）ユーザの好み（例えば、料理はフランス料理が好きであると
か、映画鑑賞が趣味であるとか、観光地巡りが好きであるとかといったこと）を表すユー
ザ志向情報、及び（３）位置非依存情報が記憶されている。
【００５４】
ユーザが移動端末１０Ｂからサービス要求を出すときに、位置依存サービス提供部２２か
らの位置依存サービスを要求するか、非位置依存サービス提供部２３からの非位置依存サ
ービスを要求するかは、ダイナミックユーザプロファイル記憶部１６に予めユーザによる
登録によって記憶されている位置依存・非依存情報によって決定される。
【００５５】
図９（ａ）（ｂ）は、本実施形態におけるダイナミックユーザプロファイル記憶部１６及
びスタティックユーザプロファイル記憶部１７の具体的な記憶内容の例を示している。す
なわち、ダイナミックユーザプロファイルは図９（ａ）に示されるように、履歴情報（具
体的には位置情報を取得した日時等ｔｎ，ｔｎ－１，…）、取得した位置情報（（Ｘ１，
Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），…）及びパラメータ（ｄｓ１，ｄｓ２，…）からなる。パラメ
ータ（ｄｓ１，ｄｓ２，…）は、例えば位置依存サービスが交通案内であれば、目的地を
示す緯度や経度、あるいは住所などの情報などのリストからなっている。
【００５６】
このようにダイナミックユーザプロファイルは、ユーザプロファイルのうち移動端末１０
Ｂの位置や出しているサービス要求など、時刻によって変化してゆく情報であり、ユーザ
のプライバシーを侵害せず、そのユーザであることを特定することなくサービス要求と提
供されたサービスの受け取りができる情報だけが記憶されている。
【００５７】
一方、スタティックユーザプロファイルは逆にユーザプロファイルのうち時刻などによっ
て変化しない情報であり、図９（ｂ）に示されるように、ユーザＩＤ（ＡＵＩ）やその有
効期限（ＹＹＭＭＤＤ）及びパラメータ（ｕｆ１）などからなっている。
【００５８】
無線ゲートウェイ１９は、移動端末１０Ｂからのダイナミックユーザプロファイル及びス
タティックユーザプロファイルを以下のようにして分別して扱う。図１０（ａ）（ｂ）は
、それぞれ無線ゲートウェイ１９において記憶保持されるダイナミックユーザプロファイ
ル及びスタティックユーザプロファイルに基づく通信制御用情報テーブルを示している。
【００５９】
すなわち、無線ゲートウェイ１９では、ダイナミックユーザプロファイルに基づく制御に
際しては第１の実施形態と同様、ユーザを識別するためにユーザ一時ＩＤを発行し、図１
０（ａ）に示すように通信制御用情報テーブルを記憶保持する。そして、この通信制御用
情報テーブルに基づいて、サービス要求及びダイナミックユーザプロファイルをユーザ一
時ＩＤを除き、かつ無線ゲートウェイ１９自身のＩＤを付けた形式で、サービス要求及び
ダイナミックユーザプロファイルを位置依存サービス提供サーバ２２に送信する。
【００６０】
一方、ユーザのプライバシーに関わる情報を含むスタティックユーザプロファイルについ
ては、秘匿レベルが高いので、無線ゲートウェイ１９は図１０（ｂ）に示すように、サー
ビス内容を識別するためのサービス要求ＩＤ（ｕｐ，ｕｐ２，…）と、サービスプロバイ
ダ名（ＰＲ１，ＰＲ２，…）と、ユーザを識別するためのユーザ一時ＩＤ（ａｕ１，ａｕ
２，…）と、サービスに必要なパラメータ（ｄｓ１，ｄｓ２，…）との組み合わせのテー
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ブルとして通信制御用テーブルを記憶保持する。そして、この通信制御用情報テーブルに
基づいて、ユーザ一時ＩＤを除き、かつ無線ゲートウェイ１９自身のＩＤを付けた形式で
、サービス要求及びダイナミックユーザプロファイルを非位置依存サービス提供サーバ２
３に送信する。
【００６１】
このとき、図１０（ａ）におけるユーザ一時ＩＤと図１０（ｂ）におけるユーザ一時ＩＤ
には、同じ移動端末１０Ｂに対しても全く別のＩＤを割り当てる。ダイナミックユーザプ
ロファイルから生成されるユーザ一時ＩＤ（ＵＩＤ１，ＵＩＤ２，…）は、ユーザがサー
ビスを要求するたびに生成されるので、あるユーザの固定のユーザ一時ＩＤがつくことは
ない。このため、無線ゲートウェイ１９にハッカーが忍び込んだと仮定した場合、その時
点での特定できないユーザがどこにいるかは分かっても、個々のユーザまでを識別するこ
とはできない。
【００６２】
同様に、スタティックユーザプロファイルから生成されるユーザ一時ＩＤ（ａｕ１，ａｕ
２，…）はユーザの位置情報と結びついていない。このため、ユーザが許可しない限り、
課金のためにユーザがクレジット番号などを知らせたとしても、ユーザがいつどこにいて
何をしていたかを知られることはない。
【００６３】
このように本実施形態によれば、ユーザは自分が誰であるかを明かすことなく移動端末１
０Ｂの位置情報を取得し、それに基づいた位置依存サービス提供サーバ２２からの位置依
存サービスと、非位置依存サービス提供サーバ２３からの認証を必要とする支払いなどの
サービスとを完全に分離して受けることができる。
【００６４】
（第３の実施形態）
図１１は、本発明の第３の実施形態に係る移動端末及びサービス提供システムの構成を示
している。移動端末１０Ｂの構成は、上述した第２の実施形態と同一である。
【００６５】
本実施形態では、位置情報提供サーバ２１に代えて、位置情報の提供などのように、ユー
ザを識別する必要のないサービスを移動端末１０Ｂに提供するユーザ非識別サービス提供
サーバ３１が設けられ、また位置依存サービス提供サーバ２２に代えて、商品やチケット
の購入などのように、ユーザを識別する必要のあるサービスを移動端末１０Ｂに提供する
ユーザ識別サービス提供サーバ３２が設けられている点が第２の実施形態と異なる。図１
３は、本実施形態を応用したサービスの概要を示している。
【００６６】
なお、ユーザ非識別サービス提供サーバ３１は位置情報提供サーバ２１と同一構成であっ
てもよいし、位置情報提供サーバ２１の機能を一部に含んでいてもよい。同様に、ユーザ
識別サービス提供サーバ３２は位置依存サービス提供サーバ２２と同一構成であってもよ
いし、位置依存サービス提供サーバ２２の機能を一部に含んでいてもよい。
【００６７】
第２の実施形態では、無線ゲートウェイ１９は図１０（ａ）（ｂ）に示した通信制御用情
報テーブルの形式でそれぞれ記憶されているダイナミックユーザプロファイル及びスタテ
ィックユーザプロファイルをどのサービスプロバイダ（サーバ）に送るかを特に識別して
制御を行っていなかった。これに対し、第３の実施形態では、ダイナミックユーザプロフ
ァイルはユーザ非識別サービス提供サーバ３１に、スタティックユーザプロファイルはユ
ーザ識別サービス提供サーバ３２にそれぞれ送信するというように、明確に相手サーバを
区別してユーザプロファイルを送信する点が異なっている。
【００６８】
なお、図１０（ａ）（ｂ）に示した通信制御用情報テーブルの形式で記憶されているダイ
ナミックユーザプロファイルをユーザ非識別サービス提供サーバ３１に送信する際、ユー
ザ一時ＩＤを除き、かつ無線ゲートウェイ１９自身のＩＤを付けた形式で送信することは
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先と同様である。スタティックユーザプロファイルをユーザ識別サービス提供サーバ３２
に送信する際には、無線ゲートウェイ１９自身のＩＤを付けた形式で送信することになる
。
【００６９】
次に、図１２を用いて本実施形態におけるサービス要求及びサービス提供の処理の流れに
ついて説明する。
すなわち、移動端末１０Ｂからユーザ非識別サービス要求が発信されると、無線ゲートウ
ェイ１９においてユーザＩＤ→ユーザ一時ＩＤのランダマイズが行われて図１０（ａ）に
示した通信制御用情報テーブルが記憶・保持され、図１０（ａ）からユーザ一時ＩＤを除
き、かつ無線ゲートウェイ１９のＩＤが付けられた形式のユーザ非識別サービス要求がユ
ーザ非識別サービス提供サーバ３１に送信される。
【００７０】
この要求に対してユーザ非識別サービス提供サーバ３１からサービス応答情報が送信され
ると、無線ゲートウェイ１９でユーザ一時ＩＤ→ユーザＩＤのランダマイズが行われた後
、ユーザ非識別サービス要求を出した移動端末１０Ｂにそのサービス応答情報が転送され
る。このとき、移動端末１０Ｂではダイナミックユーザプロファイル記憶部１６に記憶さ
れているダイナミックユーザプロファイルが更新される。
【００７１】
一方、移動端末１０Ｂからユーザ識別サービス要求が発信されると、無線ゲートウェイ１
９においてユーザＩＤ→ユーザ一時ＩＤのランダマイズが行われて図１０（ｂ）に示した
通信制御用情報テーブルが記憶・保持され、無線ゲートウェイ１９のＩＤが付けられた形
式のユーザ識別サービス要求がユーザ識別サービス提供サーバ３２に送信される。
【００７２】
この要求に対してユーザ識別サービス提供サーバ３２からサービス応答情報が送信される
と、無線ゲートウェイ１９でユーザ一時ＩＤ→ユーザＩＤのランダマイズが行われ、ユー
ザ識別サービス要求を出した移動端末１０Ｂにそのサービス応答情報が転送されることに
なる。
【００７３】
このように本実施形態によれば、ユーザを識別する必要のないユーザ非識別サービスとユ
ーザを識別する必要のあるユーザ識別サービスとが完全に分かれて制御されるので、ユー
ザはユーザ非識別サービスを受ける際にも、自身のプライバシーが侵される心配をするこ
となく、安心してサービスを受けることができる。
【００７４】
（第４の実施形態）
図１４に、本発明の第４の実施形態の概念図を示す。同図に示されるように、移動端末の
ユーザが歩行者の場合と、自動車や電車、バス、オートバイなどの高速移動体に乗ってい
る場合とでは、単位時間内の行動範囲が前者ではＡ１、後者ではＡ２（Ａ１＜Ａ２）のよ
うに異なる。従って、ユーザが位置依存サービスを受けようとするとき、サービス情報を
必要とする対象地域の広さも両者では当然異なる。
【００７５】
そこで、本実施形態では位置依存サービス提供サーバ２２が移動端末からのサービス要求
に対して位置依存サービスを提供するとき、移動端末を所持するユーザが歩行者の場合は
狭い地域、高速移動体に乗っている場合は広い地域にそれぞれ依存するサービスを提供す
ることが望まれる。すなわち、移動端末を所持するユーザの行動範囲（移動端末の移動範
囲）に応じて、位置依存サービスに供するサービス情報の探索範囲、言い換えれば位置依
存範囲（移動端末の位置を中心としてサービス情報を取得する範囲）を適応的に変更する
ことが望ましい。
【００７６】
このようなユーザの行動範囲（移動端末の移動範囲）に応じた適応的な位置依存サービス
の提供を具体的に実現するためには、例えばユーザが歩行者であるか、高速移動体に乗っ
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ている人であるかなどを示す移動端末の移動速度に関する情報を取得して新たに前述のス
タティックユーザプロファイルに追加し、この移動速度に関する情報をサービス要求と共
に位置依存サービス提供サーバ２２に送信するようにすればよい。位置依存サービス提供
サーバ２２では、この移動速度に関する情報に従って位置依存サービスに供するサービス
情報の探索範囲（位置依存範囲）を変更することになる。
【００７７】
このように本実施形態によると、移動端末の移動速度に関する情報に応じて適応的に位置
依存サービスに供するサービス情報の探索範囲を変更することによって、移動端末を所持
するユーザに対してより有益な位置依存サービスを提供することが可能となる。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば移動端末に対してその移動性に適したサービス、す
なわち移動端末の位置に依存したサービスを提供することができる。
【００７９】
また、本発明によると移動端末のユーザに対して、ユーザの匿名性を維持しつつサービス
を提供したり、サービスの種類に応じて匿名性を維持し、またはユーザを識別しつつサー
ビスを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動端末及びサービス提供システムの構成を示す
ブロック図
【図２】同実施形態におけるダイナミックユーザプロファイルの例を示す図
【図３】同実施形態における位置依存サービス提供の処理の流れを示す図
【図４】同実施形態における無線ゲートウェイで記憶される通信制御用情報テーブル及び
無線ゲートウェイから位置依存サービス提供サーバに送信されるサービス要求情報の例を
示す図
【図５】同実施形態における位置依存サービス提供サーバで記憶されるサービス要求情報
テーブル及び位置依存サービス提供サーバから無線ゲートウェイに送信されるサービス応
答情報の例を示す図
【図６】同実施形態における移動端末の使用イメージの一例を示す図
【図７】本発明の第２の実施形態に係る移動端末及びサービス提供システムの構成を示す
ブロック図
【図８】同実施形態におけるダイナミックユーザプロファイル及びスタティックユーザプ
ロファイルの例を示す図
【図９】同実施形態におけるダイナミックユーザプロファイル記憶部及びスタティック記
憶部に記憶される情報の例を示す図
【図１０】同実施形態における移動端末無線ゲートウェイで記憶されるダイナミックユー
ザプロファイル及びスタティックユーザプロファイルに基づく通信制御用情報テーブルの
例を示す図
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る移動端末及びサービス提供システムの構成を示
すブロック図
【図１２】同実施形態におけるサービス提供の処理の流れを示す図
【図１３】同実施形態における応用サービスについて説明する概念図
【図１４】本発明の第４の実施形態に係るシステムの概略を説明する図
【符号の説明】
１０Ａ，１０Ｂ…移動端末
１１…入力部
１２…情報呈示部
１３…情報管理部
１４…送受信部
１５…位置情報取得部
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１６…ダイナミックユーザプロファイル記憶部
１７…スタティックユーザプロファイル記憶部
１８…無線ネットワーク
１９…無線ゲートウェイ
２０…インターネット
２１…位置情報提供サーバ
２２…位置依存サービス提供サーバ
２３…非位置依存サービス提供サーバ
３１…ユーザ非識別サービス提供サーバ
３２…ユーザ識別サービス提供サーバ 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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