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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末機からユーザーの現在位置に関するＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信し
て、前記ＧＰＳ座標情報及び前記付加情報を蓄積して保存するＧＰＳ情報保存部と、
　マップデータを保存するマップデータ保存部と、
　前記蓄積して保存された、過去のＧＰＳ座標情報及び付加情報の照会要請を受信すると
、ＧＰＳ座標情報を前記マップデータ保存部のマップデータに相応する座標情報に変換す
る座標変換部と、
　変換された座標情報に基づいて周辺地域のマップデータをロードするマップデータロー
ディング部と、
　前記照会要請されたＧＰＳ座標情報に相応する位置をユーザーが識別できる形態でロー
ドされたマップに表示するために臨時レイヤーを生成し、前記照会要請されたＧＰＳ座標
情報に相応する位置を表示するための制御情報を提供する臨時レイヤー生成制御部と、
　複数の位置に相応する経路情報を計算して提供する経路計算部と、
を含み、
　前記照会要請されたＧＰＳ座標情報に相応する位置を表示するためのポリゴンオブジェ
クトが動的に生成され、
　前記制御情報に相応して前記ポリゴンオブジェクトが前記臨時レイヤーの形態で前記ロ
ードされたマップに表示され、
　移動通信網または無線インターネットを経由して前記ＧＰＳ座標情報及び付加情報を伝
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送する前記移動通信端末機には、ユーザーによって前記移動通信端末機に対する所定の操
作が行われる場合、ユーザーの現在位置に相応するＧＰＳ座標情報を計算し、前記所定の
操作によって作成される付加情報と一緒に伝送するためのアプリケーションが設置され、
　ＧＰＳ座標情報を保存する複数の掲示物が選択された場合、前記マップデータローディ
ング部は、複数のＧＰＳ座標情報に相応する位置を包括できるマップデータを前記マップ
データ保存部からロードし、前記経路計算部は、前記ロードされたマップデータに表示さ
れた複数の位置に対する経路情報を計算して提供し、
　前記経路計算部は、前記ロードされたマップデータに表示された複数の位置に対する経
路情報を、掲示物を照会するユーザーが掲示物を選択した順序で計算して提供する機能を
含むことを特徴とする、
　個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項２】
　前記付加情報は、ユーザーが入力したテキスト情報、イメージ情報及び動画情報のうち
一つ以上を含み、
　前記移動通信端末機から伝送するＧＰＳ座標情報及び付加情報を含むパケットには、ユ
ーザー識別情報が含まれており、前記ＧＰＳ情報保存部は、ユーザー識別情報に基づいて
ＧＰＳ座標情報を伝送したユーザーを判断し、該当のユーザーのあらかじめ設定された掲
示板カテゴリーに提供されたＧＰＳ座標情報及び付加情報を掲示物の形態で保存すること
を特徴とする、
　請求項１に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項３】
　前記掲示物の形態で保存されたＧＰＳ座標情報及び付加情報は他のユーザーと共有され
ることを特徴とする、
　請求項２に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項４】
　前記ポリゴンオブジェクトは前記個人ウェブページのサーバーで動的に生成され、前記
照会要請をしたユーザークライアントに提供されることを特徴とする、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項５】
　前記ポリゴンオブジェクトは前記個人ウェブページのスクリプトにより動的に生成され
、前記照会要請をしたユーザークライアントに提供されることを特徴とする、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項６】
 前記ポリゴンオブジェクトは前記照会要請をしたユーザークライアントにあらかじめ設
置されたアプリケーションにより動的に生成されることを特徴とする、
 請求項１～３のいずれか１項に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【請求項７】
　前記ポリゴンオブジェクトを、前記ロードされたマップデータの地図上に表示するため
に臨時レイヤーが生成され、
　前記臨時レイヤーが前記ロードされたマップデータの地図レイヤーに重畳されることに
よって、前記ポリゴンオブジェクトが表示されることを特徴とする、請求項１～６のいず
れか１項に記載の個人ウェブページでの地理情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人ウェブページでの地理情報提供方法及びシステムに係り、より詳細には
、特定場所の位置情報を容易に保存し、これを個人ウェブページを介して確認することが
できる方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＧＩＳ技術及びネットワーク通信技術の発達に伴い、特定地域のマップデータ及び特定
場所に移動するための経路情報サービスがインターネットポータルサイト及び地理情報サ
イトから提供されている。
【０００３】
　インターネットによる地理情報サービスは、ユーザーの選択した地域に関するマップ情
報を提供し、出発地から到着地までの経路を提供する経路情報サービスを提供するのが一
般的だった。
【０００４】
　このような地理情報サービスは、ユーザーが特定場所の位置を探し、これに対する経路
を提供するのには有用であるが、ユーザーが特定場所の位置を保存したり、特定場所の位
置を他のユーザーに知らせるのには活用し難いという不具合があった。
【０００５】
　要するに、既存の地理情報サービスは、汎用的な地理情報しか提供できず、ユーザー一
人一人に特化した地理情報サービスを提供するには足りない側面があった。ユーザーは、
マップに登録されていない場所も地図上に保存できるような機能を要求しており、さらに
は、保存された情報を他のユーザーと共有できる機能を要求しているが、既存の地理情報
サービスはこのような要求を満たすことができなかった。
【０００６】
　なお、既存の地理情報サービスでは、地図上に特定位置をユーザーが表示することはで
きるが、これは、極めて面倒で、手作業による表示であり不正確な問題点もあった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解決するためのもので、ユーザーの訪問した場所
に関する位置情報を地図上に容易に保存することができる個人ウェブページでの地理情報
提供システム及び方法を提供する。
【０００８】
　本発明は、移動通信端末機と連係し、ユーザーの訪問している場所の位置情報を実時間
で個人ウェブページの掲示物の形態で保存することによって、位置情報を保存したユーザ
ーはもちろん、他のユーザーも位置情報を共有できる個人ウェブページでの地理情報提供
システム及び方法を提供する。
【０００９】
　本発明は、ユーザーの訪問した場所に関する位置情報と共に、当該位置と関連した写真
、動画、テキストのような付加情報を容易に保存することができ、保存された位置情報を
付加情報と共に照会できる個人ウェブページでの地理情報提供システム及び方法を提供す
る。
【００１０】
　それ以外の本発明の目的は、下記の説明から容易に分かることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明の一側面によれば、個人ウェブページでの地理情
報提供システムが提供される。
【００１２】
　本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムは、移動通信端末
機からユーザーの位置に関するＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信して、前記ＧＰＳ座標
情報及び前記付加情報を蓄積して保存するＧＰＳ情報保存部と、マップデータを保存する
マップデータ保存部と、前記蓄積して保存された、過去のＧＰＳ座標情報及び付加情報の
照会要請を受信すると、ＧＰＳ座標情報を前記マップデータ保存部のマップデータに相応
する座標情報に変換する座標変換部と、変換された座標情報に基づいて周辺地域のマップ
データをロードするマップデータローディング部と、前記照会要請されたＧＰＳ座標情報
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に相応する位置をユーザーが識別できる形態でロードされたマップに表示するために臨時
レイヤーを生成し、前記照会要請されたＧＰＳ座標情報に相応する位置を表示するための
制御情報を提供する臨時レイヤー生成制御部と、を含み、前記照会要請されたＧＰＳ座標
情報に相応する位置を表示するためのポリゴンオブジェクトが動的に生成され、前記制御
情報に相応して前記ポリゴンオブジェクトが前記臨時レイヤーの形態で前記ロードされた
マップに表示されることができる。
【００１３】
　移動通信網または無線インターネットを経由して前記ＧＰＳ座標情報及び付加情報を伝
送する前記移動通信端末機には、ユーザーによって前記移動通信端末機に対する所定の操
作が行われる場合、ユーザーの現在位置に相応するＧＰＳ座標情報を計算し、前記所定の
操作によって作成される付加情報と一緒に伝送するためのアプリケーションが設置される
ことができる。
【００１４】
　前記付加情報は、ユーザーが入力したテキスト情報、イメージ情報及び動画情報のうち
一つ以上を含むことができる。
【００１５】
　前記移動通信端末機から伝送するＧＰＳ座標情報及び付加情報を含むパケットには、ユ
ーザー識別情報が含まれており、前記ＧＰＳ情報保存部は、ユーザー識別情報に基づいて
ＧＰＳ座標情報を伝送したユーザーを判断し、該当のユーザーのあらかじめ設定された掲
示板カテゴリーに提供されたＧＰＳ座標情報及び付加情報を掲示物の形態で保存すること
ができる。
【００１６】
  前記掲示物の形態で保存されたＧＰＳ座標情報及び付加情報は他のユーザーと共有され
ることができる。
【００１７】
　前記マップデータ保存部のマップデータに相応する座標情報は、ＧＩＳ座標情報である
。
【００１８】
　上記個人ウェブページでの地理情報提供システムは、複数の位置に相応する経路情報を
計算して提供する経路計算部をさらに含むことができる。ここで、ＧＰＳ座標情報を保存
する複数の掲示物が選択された場合、前記マップデータローディング部は、複数のＧＰＳ
座標情報に相応する位置を包括できるマップデータを前記マップデータ保存部からロード
し、前記経路計算部は、前記ロードされたマップデータに表示された複数の位置に対する
経路情報を計算して提供することができる。
【００１９】
　前記個人ウェブページは、ブログウェブページ及び個人ホームページを含むことができ
る。
【００２０】
　前記ポリゴンオブジェクトは、個人ウェブページのサーバーで或いはスクリプトにより
動的に生成され、照会要請をしたユーザークライアントに提供されることができる。或い
は、前記ポリゴンオブジェクトは、照会要請をしたユーザークライアントにあらかじめ設
置されたアプリケーションにより動的に生成されることができる。
さらに、前記ポリゴンオブジェクトを、ロードされたマップデータの地図上に表示するた
めに臨時レイヤーが生成され、前記臨時レイヤーが前記ロードされたマップデータの地図
レイヤーに重畳されることによって、前記ポリゴンオブジェクトが表示されることができ
る。
【００２１】
　本発明の他の実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムは、移動通信端
末機からＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信し、掲示物の形態で保存する個人ウェブペー
ジサーバーを含むことができる。ここで、前記個人ウェブページサーバーは、前記掲示物
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の形態で保存されたＧＰＳ座標情報及び付加情報の照会要請を受信すると、前記ＧＰＳ座
標情報に相応する位置を含むマップデータをロードし、前記ロードされたマップに前記Ｇ
ＰＳ座標情報に相応する位置をユーザーが識別できる形態で表示したマップ情報を前記付
加情報と一緒に提供することができる。
【００２２】
　移動通信網または無線インターネット網を介して前記ＧＰＳ座標情報及び付加情報を伝
送する前記移動通信端末機には、ユーザーの要請によってユーザーの位置に相応するＧＰ
Ｓ座標情報を計算し、付加情報と一緒に前記個人ウェブページサーバーに伝送するための
アプリケーションが設置されることができる。 前記個人ウェブページサーバーは、ＧＰ
Ｓ座標情報及び付加情報の照会要請を受信すると、ＧＰＳ座標情報を外部マップデータベ
ースのマップに相応する座標情報に変換し、変換された座標情報に基づいて周辺地域のマ
ップデータをロードすることができる。
【００２３】
　ＧＰＳ座標情報を保存する複数の掲示物が選択された場合、前記個人ウェブページサー
バーは、複数のＧＰＳ座標情報に相応する位置を包括できるマップデータを外部マップデ
ータベースからロードし、複数の位置に対する経路情報を計算して提供することができる
。
【００２４】
　本発明の他の側面によれば、個人ウェブページでの地理情報提供方法が提供されること
ができる。
【００２５】
　本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供方法は、（ａ）移動通信端
末機からＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信して保存する段階と、（ｂ）前記保存された
ＧＰＳ座標情報及び付加情報に対する照会要請を受けた場合、前記ＧＰＳ座標情報に相応
する位置を含むマップデータをロードする段階と、（ｃ）ＧＰＳ座標情報に相応する位置
を、前記段階（ｂ）でロードされたマップデータに表示するためにポリゴンオブジェクト
を生成する段階と、（ｄ）前記生成されたポリゴンオブジェクトを臨時レイヤーを通じて
表示するための制御情報を提供する段階と、を含むことができる。
【００２６】
　前記移動通信端末機から伝送するＧＰＳ座標情報及び付加情報を含むパケットには、ユ
ーザー識別情報が含まれており、前記段階（ａ）は、ユーザー識別情報に基づいてＧＰＳ
座標情報を伝送したユーザーを判断し、該当のユーザーのあらかじめ設定された掲示板カ
テゴリーに提供されたＧＰＳ座標情報及び付加情報を掲示物の形態で保存することができ
る。
【００２７】
　前記段階（ｂ）は、ＧＰＳ座標情報を前記マップデータに相応する座標情報に変換する
段階と、変換された座標情報に基づいて周辺地域のマップデータをロードする段階と、を
含むことができる。
【００２８】
　ＧＰＳ座標情報を保存する複数の掲示物が選択された場合、複数のＧＰＳ座標情報に相
応する位置を包括できるマップデータをロードし、複数の位置に対する経路情報を計算し
て提供する段階をさらに含むことができる。
【００２９】
　前記付加情報は、ユーザーが入力したテキスト情報、イメージ情報及び動画情報のうち
一つ以上を含むことができる。
【００３０】
　上記した個人ウェブページでの地理情報提供方法は、プログラムで具現されることがで
き、本発明は、前記プログラムが記録された記録媒体を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
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　上記の目的、特徴及び長所は、添付の図面に基づく下記の詳細な説明から明確になる。
【００３２】
　本発明は、様々な変更を加え、様々な実施例が得られるので、以下では、特定の実施例
を図面に例示し、その詳細について説明する。ただし、下記の実施例は、本発明を特定の
形態に限定するためのものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれるあらゆる変更
、均等物または代替物はいずれも本発明に含まれるものとして理解すべきである。なお、
下記の説明において、関連する公知の技術についての具体的な説明が、本発明の要旨を曖
昧にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
【００３３】
　“第１”及び“第２”などの用語は、様々な構成要素を説明するのに使われることがで
きるが、これらの用語によって構成要素が限定されることはない。これらの用語は、単に
、ある構成要素を他の構成要素から区別する目的にのみ使用することができる。例えば、
本発明の権利範囲を逸脱しない限度内で、第１構成要素は第２構成要素と命名されること
ができ、同様に、第２構成要素も第１構成要素と命名されることができる。“及び／また
は”という用語は、複数の記載された関連項目の組み合わせまたは複数の記載された関連
項目のいずれかの項目を含む。
【００３４】
　ある構成要素が他の構成要素に“連結されている”または“接続されている”と言及さ
れた時には、該当の他の構成要素に直接的に連結されていたり、または接続されている場
合の他にも、中間に他の構成要素が存在する場合も含まれるものとして理解すべきである
。一方、ある構成要素が他の構成要素に“直接連結されている”または“直接接続されて
いる”と言及された時には、中間に他の構成要素が存在しないものと理解すべきである。
【００３５】
　本出願で使用した用語は、単に、特定の実施例を説明するためのもので、本発明を限定
するためのものではない。なお、単数の表現は、文脈上、明白に別途に言及しない限り、
複数の表現をも含む。本出願でいう“含む”または“有する”などの用語は、明細書上に
記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものが
存在するということを示すためのもので、１つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階、
動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在または付加可能性をあらか
じめ排除するものではない。
【００３６】
　別に定義されない限り、技術的または科学的な用語を含め、ここで用いられる全ての用
語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を持つ者が一般的に理解できるものと
同じ意味を有している。一般的に使われる辞書に定義されているような用語は、関連技術
の文脈上で一致する意味を有するように解釈されるべきであり、本出願で明白に定義しな
い限り、理想的にまたは過度に形式的な意味として解釈されてはいけない。
【００３７】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。ただ
し、同一の構成要素には同一の参照番号を付し、その重複説明は省略するものとする。
【００３８】
　図１は、本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムの構成を
示す図である。
【００３９】
　図１を参照すると、本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システ
ムは、個人ウェブページサーバー１０４が、ゲートウェイ１０２を介して移動通信システ
ム１００と連結されることができ、マップデータベース１０６をさらに含むことができる
。
【００４０】
　本発明は、ユーザーの位置している場所に関する座標情報を、個人ウェブページに保存
し、これを他のユーザーと共有する方法及びシステムに関するものである。
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【００４１】
　ユーザーが旅行または他の目的で特定場所を訪問する場合、今までは該当の場所の正確
な位置を記録として残す手段がなかった。そこで、本発明は、このようにユーザーの訪問
した場所に関する情報を個人ウェブページに保存し、保存された情報を個人ウェブページ
を介して閲覧できるようにする方法及びシステムを提案する。
【００４２】
　図１で、移動通信システム１００は、ユーザーの移動通信端末機１０８から、ユーザー
の位置している場所のＧＰＳ座標情報を受信する機能を果たす。ユーザーの移動通信端末
機１０８は、ＧＰＳサービスのためのモジュールを具備しており、ユーザーが現在位置情
報伝送を要請する場合、ＧＰＳ衛星との通信を介して、現在位置している場所のＧＰＳ座
標情報を移動通信システム１００に伝送する。移動通信端末機１０８には、現在の座標情
報を移動通信システムに伝送するためのメニューまたはホットキーが予め備えられている
。
【００４３】
　移動通信端末機１０８は、移動通信システムと通信可能な携帯電話を含め、ＰＤＡ等の
ような携帯用端末機であればいずれも使用可能である。
【００４４】
　移動通信端末機１０８には、現在位置に関するＧＰＳ座標情報を抽出し伝送するための
ＧＰＳアプリケーションが設置（インストール）されることができ、ユーザーは、上記ホ
ットキーまたはＧＰＳ座標伝送のための移動通信端末機のメニューを用いてＧＰＳ座標伝
送を要請でき、このユーザーの要請に応答して移動通信端末機１０８は、現在位置のＧＰ
Ｓ座標情報を移動通信網を介して移動通信システム１００に伝送する。
【００４５】
　本発明の実施例によれば、ユーザーが現在位置している場所のＧＰＳ座標情報だけでな
く、その他の付加情報が一緒に移動通信システム１００に伝送されてもよい。例えば、ユ
ーザーは、ＧＰＳ座標情報と一緒に、場所についての説明のようなテキスト情報をさらに
伝送でき、移動通信システムは、ＧＰＳ座標情報とテキスト情報とを移動通信網を介して
共に受信する。
【００４６】
　付加情報には、テキスト情報だけでなく、写真、動画のようなマルチメディア情報も含
まれることができる。例えば、ユーザーは、現在場所と関連して撮影した写真または動画
をＧＰＳ座標情報と一緒に伝送でき、移動通信システム１００はこのようなマルチメディ
ア情報を移動通信網を介して受信する。
【００４７】
　本発明の他の実施例によれば、予め設定されたイベント発生時に、移動通信端末機１０
８に設置されたＧＰＳアプリケーションは、現在位置に関するＧＰＳ座標情報を抽出して
保存する。例えば、移動通信端末機のＧＰＳアプリケーションは、ユーザーが移動通信端
末機を用いて写真を撮影する際に、自動的にＧＰＳ座標情報を保存する。このとき、ユー
ザーが撮影した写真データとＧＰＳ座標情報は互いに関連付けで保存されることができる
。ユーザーは、時間が経過した後、当該保存されたＧＰＳ座標情報及び写真データを伝送
でき、移動通信システム１００はＧＰＳ座標情報及び写真データを受信する。
【００４８】
　移動通信システムは、受信したＧＰＳ座標情報及び付加情報をゲートウェイ１０２を介
してインターネット網の個人ウェブページサーバー１０４に伝送する。ここで、ゲートウ
ェイ１０２は、移動通信網のプロトコルパケットをインターネット網のプロトコルパケッ
トに変換する機能を果たす。
【００４９】
　個人ウェブページサーバー１０４は、移動通信システムから受信したＧＰＳ座標情報及
び付加情報を、掲示物の形態で保存する。個人ウェブページサーバー１０４は、ブログサ
ーバー、個人ホームページサーバーなどのように、個人情報を保存して共有できる機能を
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提供するいずれの種類のサーバーも含むことができる。
【００５０】
　例えば、個人ウェブページサーバー１０４がブログ（Ｂｌｏｇ）サーバーである場合、
個人ウェブページサーバー１０４は、地図情報を保存する掲示板領域に、受信したＧＰＳ
座標及び付加情報を保存することができる。ＧＰＳ座標情報及び付加情報が保存される掲
示板領域は、予め設定されており、ＧＰＳ座標情報及び付加情報の受信時に、該当の掲示
板の掲示物として該受信した情報が保存される。
【００５１】
　個人ウェブページサーバー１０４は、掲示物として保存されたＧＰＳ座標情報及び付加
情報の照会をユーザーが要請する場合、該当のＧＰＳ座標に相応する位置が表示された地
図情報を提供する。ＧＰＳ座標位置の表示された地図を提供するために、個人ウェブペー
ジサーバー１０４は、地図情報を提供できるＧＩＳエンジンを備えており、マップデータ
ベース１０６から表示するＧＰＳ座標位置と関連した地図情報をロードし、ユーザーに提
供する。もちろん、個人ウェブページサーバー１０４がＧＩＳエンジンを備えず、ＧＩＳ
地図情報を提供するサーバーと連動して、ＧＰＳ座標位置の表示された地図をユーザーに
提供してもよい。また、地図データをディスプレイするために、ユーザークライアントに
は、ＧＩＳ地図データをディスプレイするためのアプリケーションが設置される。本発明
の一実施例によれば、ＧＩＳ地図データをディスプレイするためのアプリケーションは、
アクティブエックスコントロール（Ａｃｔｉｖｅ Ｘ Ｃｏｎｔｒｏｌ）の形態でユーザー
クライアントに設置されることができる。
【００５２】
　個人ウェブページサーバー１０４から提供するＧＰＳ座標位置が表示された地図がディ
スプレイされるウェブページには、ユーザーがＧＰＳ座標伝送時に一緒に伝送した付加情
報が共にディスプレイされる。
【００５３】
　したがって、ＧＰＳ座標情報を伝送したユーザー及び当該ユーザーの個人ウェブページ
を訪問した他のユーザーは、ＧＰＳ座標情報を保存する掲示物照会を要請する場合、該当
のＧＰＳ座標位置の表示された地図情報及び付加情報を確認することができる。
【００５４】
　上記では、個人ウェブページサーバー１０４が、ＧＰＳ座標情報を受信したのち掲示物
の形態として保存する機能と、保存されたＧＰＳ座標情報が表示される地図及び付加情報
を提供する機能をいずれも行う場合を説明した。しかし、このような個人ウェブページサ
ーバー１０４の機能は、複数のサーバーが分担して実施してもよいという点は当業者にと
って自明である。
【００５５】
　上記のような本発明の一実施例による地図情報サービスシステムは、ユーザーの訪問し
ている場所に関する位置情報を容易に地図上に保存することができるという長所がある。
従来、ユーザーは、通常の地図情報サービスを介して訪問しようとする場所の位置情報ま
たは経路情報を受信できるだけで、特定場所を地図上に保存することはできなかった。し
かし、本発明によれば、簡単な端末機操作だけで訪問している場所の位置情報を地図上に
保存することができ、さらには、位置情報と一緒に付加情報を保存することも可能である
。また、位置情報及び付加情報は、個人ウェブページに掲示物の形態で保存されるので、
他のユーザーと位置情報及び付加情報を共有することができるというメリットがある。
【００５６】
　図２は、本発明の他の実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムの構成
を示す図である。
【００５７】
　図２は、ユーザーが移動通信端末機を介して伝送するＧＰＳ座標情報及び付加情報が、
移動通信網ではなく無線インターネット網を介して伝送される場合のシステムを示す図で
ある。
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【００５８】
　図２に示すように、移動通信端末機２０４は、移動通信網を経由せずにインターネット
網に直接接続し、ＧＰＳ座標情報及び付加情報を伝送してもよい。このとき、移動通信端
末機２０４には、ＧＰＳ座標情報及び付加情報をユーザーの要請に応じて個人ウェブペー
ジサーバー２００に伝送するアプリケーションが設置されており、ユーザーの要請を迅速
に処理するためのホットキーが、移動通信端末機に備えられてもよい。
【００５９】
　移動通信端末機２０４は、周辺のＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｉｎｔ）などへ無線でＧＰ
Ｓ座標情報及び付加情報を伝送でき、伝送されたＧＰＳ座標情報及び付加情報は、インタ
ーネット網を介して個人ウェブページサーバー２００に伝送される。
【００６０】
　図２の実施例は、図１と比較し、移動通信端末機２０４からＧＰＳ座標情報及び付加情
報を伝送する方法のみ異なり、個人ウェブページサーバー２００及びマップデータベース
２０２の動作は、図１と同一である。
【００６１】
　図３は、本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供方法の全体的な流
れを示すフローチャートである。
【００６２】
　図３を参照すると、まず、個人ウェブページサーバーは、ユーザーの移動通信端末機か
らユーザーの伝送したＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信する（ステップ３００）。前述
の如く、ＧＰＳ座標情報及び付加情報は、移動通信網を介して受信してもよく、無線イン
ターネットを介して直接受信してもよい。ＧＰＳ座標情報及び付加情報を伝送するパケッ
トには、ユーザーの識別情報も含まれる。
【００６３】
　ＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信した個人ウェブページサーバーは、個人ウェブペー
ジの掲示物としてＧＰＳ座標及び付加情報を保存する（ステップ３０２）。個人ウェブペ
ージサーバーは、ＧＰＳ座標情報及び付加情報を受信する場合、当該情報に対する掲示物
ＩＤを付与して掲示物の形態で保存する。個人ウェブページには様々なカテゴリーの掲示
板が存在でき、ＧＰＳ座標情報及び付加情報が保存される掲示板カテゴリーは、予め設定
されている。例えば、地理情報を保存する掲示板が別に存在する場合、ＧＰＳ座標情報及
び付加情報は、地理情報掲示板の一つの掲示物として保存されることができる。掲示物の
形態で保存されるので、掲示物タイトル、該当の掲示板における掲示物番号などが与えら
れる。掲示物タイトルは、ユーザーが入力した付加情報の中から抽出されることができ、
付加情報がない場合、掲示物を送った時間などが掲示物タイトルに設定されてもよい。掲
示物番号は、該当の掲示板に予め保存されている他の掲示物の番号と比較して順次に与え
られる。
【００６４】
　このように掲示物の形態で保存されたＧＰＳ座標情報及び付加情報は、ＧＰＳ情報を保
存したユーザーはもちろん、他のユーザーによっても照会されることができる。個人ウェ
ブページサーバーは、保存された掲示物に対して他のユーザーが照会要請をするか否かを
判断する（ステップ３０４）。
【００６５】
　ユーザーの掲示物照会要請がある場合、個人ウェブページサーバーは、単に、保存され
たＧＰＳ座標情報及び付加情報を提供するのではなく、ＧＰＳ座標の位置が識別できる地
図情報をユーザーに提供する。このため、個人ウェブページサーバーは、要請された掲示
物に相応するＧＰＳ座標情報を含む地図を、マップデータベースからロードする（ステッ
プ３０６）。前述の如く、個人ウェブページサーバーがマップデータをロードしてディス
プレイできるＧＩＳモジュールを備えてもよく、地理情報を提供するサーバーと連動して
もよい。
【００６６】
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　マップデータがロードされると、ローディングされたマップデータにユーザーの伝送し
たＧＰＳ座標に相応する位置を表示した地図情報を、ユーザーに伝送する（ステップ３０
８）。地図情報が表示されるウェブページには、ユーザーがＧＰＳ座標情報と一緒に伝送
した付加情報も共に表示される。図３のような過程によって、ＧＰＳ座標情報を伝送した
ユーザーは、自分が訪問した場所の正確な位置を、地図を介して容易に確認することがで
き、訪問した場所に関する位置情報を他のユーザーにも提供できる。また、付加情報を介
して、訪問した場所に関する説明、写真、動画情報などが共に提供され、より様々な情報
保存及び提供が可能になる。
【００６７】
　本発明の他の実施例によれば、一定区域に該当する複数のユーザーの付加情報を共に閲
覧できるようにサービスが提供されてもよい。例えば、ユーザーが特定ユーザーの掲示物
を選択する場合、当該掲示物のＧＰＳ座標を識別できる地図と付加情報の他に、当該掲示
物のＧＰＳ座標と同一である、または、予め設定された範囲にいる他のユーザーの付加情
報も共に照会できるメニューが提供されることができる。具体的に、選択した掲示物がソ
ラク山のＧＰＳ座標である場合、選択した掲示物の付加情報の他、ソラク山のＧＰＳ座標
に該当する他の掲示物情報が提供され、ユーザーは、提供された掲示物情報のうち一つを
選択し、他のユーザーの付加情報を照会することができる。
【００６８】
　また、ＧＰＳ座標情報を用いた検索により、様々なユーザーがアップロードした付加情
報を照会することも可能である。例えば、ユーザーが検索窓に特定ＧＰＳ座標を入力する
場合、入力されたＧＰＳ座標と予め設定された範囲に在るＧＰＳ座標に該当する掲示物リ
ストが提供され、ユーザーは、提供された掲示物のうち少なくとも一つを選択し、様々な
ユーザーの付加情報を照会できる。
【００６９】
　図４は、本発明の一実施例による個人ウェブページサーバーの構成を示すブロック図で
ある。
【００７０】
　図４を参照すると、本発明の一実施例による個人ウェブページサーバーは、ＧＰＳ情報
保存部４００、ＧＰＳ座標変換部４０２、ＧＩＳ地図ローディング部４０４、臨時レイヤ
ー生成制御部４０６、経路計算部４０８及び掲示物管理部４１０を含むことができる。
【００７１】
　ＧＰＳ情報保存部４００は、ユーザーの移動通信端末機から伝送されるユーザーの現在
位置に関するＧＰＳ座標情報及びこれと関連した付加情報を受信して保存する機能を果た
す。ＧＰＳ情報保存部４００は、伝送されてくるパケットの識別子を用いて当該パケット
がＧＰＳ座標情報を伝送するパケットであることを判断し、当該情報を掲示物の形態で保
存する。前述の如く、ＧＰＳ情報保存部４００は、伝送されてくる情報を掲示物の形態で
保存するために、掲示物ＩＤを与え、予め設定された掲示板カテゴリーの掲示物として受
信した情報を保存する。
【００７２】
　ＧＰＳ座標変換部４０２は、ユーザーの掲示物照会要請時に、該当の掲示物として保存
されたＧＰＳ座標情報を、ＧＩＳマップにおける座標情報に変換する機能を果たす。すな
わち、ＧＰＳ座標に相応する位置をＧＩＳマップ上に表示するために、ＧＰＳ座標をＧＩ
Ｓ座標に変換する過程が行われる。本発明の一実施例によれば、マッピングテーブルを用
いてＧＰＳ座標をＧＩＳ座標に変換することができる。本発明の他の実施例によれば、Ｇ
ＰＳの緯度・経度情報を用いた所定の変換アルゴリズムによって変換が行われてもよい。
座標変換は、既に公知の技術であるから、その詳細説明は省略する。
【００７３】
　ＧＩＳ地図ローディング部４０４は、ＧＰＳ座標変換部４０２により変換されたＧＩＳ
座標を中心に周辺地域の地図をロードする機能を果たす。地図の縮尺及び範囲は、運営者
の設定によって多様に変更されることができ、ユーザーの要請によって縮尺及び範囲を別
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にしてロードしてもよい。ロードされたＧＩＳ地図データは、ユーザークライアントに伝
送される。
【００７４】
　臨時レイヤー生成制御部４０６は、ＧＩＳ地図ローディング部４０４によりロードした
地図上にユーザーにより伝送されたＧＰＳ座標に相応する位置を表示するための臨時レイ
ヤーが、ユーザークライアントにディスプレイされる地図に生成されるように制御する機
能を果たす。マップデータベースに保存されるマップデータは、建物、道などを表現する
ための様々な種類のポリゴンオブジェクトを保存しているが、ユーザーにより伝送された
任意の位置及びこれを表示するためのポリゴンオブジェクトを全て保存しているわけでは
ない。したがって、本発明の実施例によれば、ユーザーにより伝送されたＧＰＳ座標に相
応する位置を地図上に表示するために、該当の位置を表示するポリゴンオブジェクトが動
的に生成され、臨時レイヤーを通じて動的に生成されたポリゴンオブジェクトを表示する
ための制御情報を、ユーザークライアントに伝送し、このような制御情報は、臨時レイヤ
ー生成制御部４０６により提供される。ポリゴンオブジェクトは、個人ウェブページサー
バーで動的に生成され、ユーザークライアントに提供されてもよく、ウェブページのスク
リプトまたは予め設置されたアプリケーションにより動的に生成されてもよく、生成され
たポリゴンオブジェクトは、臨時レイヤー生成制御部４０６の制御情報に相応して表示さ
れた地図上に、臨時レイヤーの形態で表示される。
【００７５】
　経路計算部４０８は、一般的なＧＩＳ地図サービスで提供する経路情報を計算して提供
する機能を果たす。上記の実施例では、ユーザーがあるＧＰＳ座標情報を伝送して掲示物
として保存し、ユーザーが当該掲示物を選択した場合、ＧＰＳ座標位置を地図上に表示す
る場合が説明された。しかし、ユーザーは、複数の掲示物を選択し、複数のＧＰＳ座標が
一つの地図上に表示されるように要請することもできる。経路計算部４０８は、ユーザー
が複数の掲示物を選択し、複数のＧＰＳ座標に相応する地点が地図に表示された場合、表
示された地点間の経路を計算して提供する機能を果たす。経路の計算は、ＧＩＳエンジン
で行われる周知の技術であるから、その詳細説明は省略する。ユーザーが複数の掲示物を
選択した場合、これを地図情報として提供する詳細な方法は、別の図面を用いて後述する
。
【００７６】
　掲示物管理部４１０は、ユーザーの掲示物管理情報を受信して処理する機能を果たす。
掲示物管理部４１０は、掲示物の削除・更新・生成のようなユーザーの要請情報を受信し
、該当の要請情報を処理する。
【００７７】
　前述の如く、図４に示す個人ウェブページサーバーの複数の構成要素は、一つの個人ウ
ェブページサーバーに全て備えられてもよく、複数のサーバーに分けて備えられてもよい
。複数サーバーに分けて備えられる場合、複数サーバー間の通信を通じて本発明による地
図情報サービスが提供されることができる。
【００７８】
　図５は、本発明の一実施例によるＧＰＳ座標情報及び付加情報が個人ウェブページサー
バーに提供される過程を示すフローチャートである。
【００７９】
　図５を参照すると、ユーザーは、移動通信端末機を介して現在位置に相応するＧＰＳ座
標情報の伝送を要請する（ステップ５００）。ユーザーが現在位置に相応するＧＰＳ座標
情報の伝送を要請する場合、移動通信端末機に設置されたアプリケーションは、ＧＰＳ座
標と共に伝送されるべき付加情報をユーザーが入力または選択できるようにする（ステッ
プ５０２）。ユーザーは、付加情報として提供されるテキストを入力してもよく、移動通
信端末機に保存された写真または動画を付加情報として選択してもよい。
【００８０】
　ユーザーの付加情報入力／選択が完了すると、移動通信端末機のＧＰＳモジュールは、
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ＧＰＳ衛星との通信を介してユーザーの現在位置に相応するＧＰＳ座標情報を計算する。
なお、図５では、ステップ５０２及びステップ５０４が順次に行われるものとされている
が、これらの過程は、独立して行ってもよく、その順序を変えて行ってもよいという点は
、当業者にとって自明である。
【００８１】
　また、前述の如く、現在位置に関するＧＰＳ座標情報だけでなく、予め設定されたイベ
ント発生時に自動的に保存されたＧＰＳ座標情報が、ユーザーの移動通信端末機から伝送
されることができる。このとき、ユーザーは、既に保存されたＧＰＳ座標情報と付加情報
を選択し、個人ウェブページサーバーへの伝送を要請する。
【００８２】
　ユーザーが入力または選択した付加情報及びＧＰＳ座標情報は、移動通信網または無線
インターネット網のようなネットワークを介して個人ウェブページサーバーに伝送される
（ステップ５０６）。当該付加情報及びＧＰＳ座標情報を含むパケットには、ユーザー識
別を可能にする情報も含まれる。例えば、ユーザーの移動電話番号がユーザー識別情報と
して使われてもよく、個人ウェブページサーバーで認識可能なユーザーＩＤがパケットに
含まれ、識別情報として使われてもよい。
【００８３】
　個人ウェブページサーバーは、パケットに含まれたユーザー識別情報を用いてどのユー
ザーによるパケット伝送かを判断し、ＧＰＳ座標情報及び付加情報を掲示物の形態で保存
するために掲示物ＩＤを割り当てる（ステップ５０８）。
【００８４】
　個人ウェブページサーバーは、受信したＧＰＳ座標情報及び付加情報を、当該ユーザー
識別情報によって判断されたユーザーの予め設定された掲示板カテゴリーに掲示物の形態
で保存する（ステップ５１０）。
【００８５】
　図６は、本発明の一実施例による掲示物として保存されたＧＰＳ座標情報に相応する地
図情報をユーザーに提供する過程を示すフローチャートである。
【００８６】
　図６を参照すると、ユーザーがＧＰＳ座標情報を保存している特定掲示物を選択し、照
会を要請する場合（ステップ６００）、個人ウェブページサーバーは、選択された掲示物
に相応するＧＰＳ座標をＧＩＳ座標情報に変換する（ステップ６０２）。前述の如く、マ
ッピングテーブルまたは所定のアルゴリズムによって座標変換作業が行わればよい。
【００８７】
　ＧＩＳ座標への変換作業が完了すると、変換されたＧＩＳ座標周辺のマップデータがマ
ップデータベースからロードされる（ステップ６０４）。
【００８８】
　マップデータがロードされた後、伝送されたＧＰＳ座標位置を地図に表示するためのポ
リゴンオブジェクトを生成する（ステップ６０６）。ＧＰＳ座標位置を表示するためのポ
リゴンオブジェクトは、あらかじめ保存されていてもよく、動的に生成されてもよい。
【００８９】
　生成されたポリゴンオブジェクトを、ロードされた地図上に表示するために臨時レイヤ
ーが生成され、生成されたオブジェクトを表示する臨時レイヤーは、ロードされた地図レ
イヤーに重畳される（ステップ６０８）。臨時レイヤーがロードされた地図レイヤーに重
畳されることによって、伝送されたＧＰＳ座標位置に相応する地域にはポリゴンオブジェ
クトが表示され、ユーザーは伝送されたＧＰＳ座標地域に該当する位置を確認することが
可能になる。
【００９０】
　図７は、本発明の一実施例によるＧＰＳ座標情報を保存する掲示物を複数個選択した時
に、これに相応する地図情報をユーザーに提供する過程を示すフローチャートである。
【００９１】
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　ユーザーは、旅行中に訪問した複数の場所に対するＧＰＳ座標情報を伝送でき、このよ
うな複数の場所に関する座標情報を一つの地図から見ることを要請することができる。例
えば、ユーザーがカンウォン地域を旅行する場合、チュンチョン市、ウォンジュ市、ソラ
ク山を順次に訪問し、それぞれの訪問位置でＧＰＳ座標情報を伝送したとき、図７は、ユ
ーザーがチュンチョン市、ウォンジュ市、ソラク山に関する座標情報を一つの地図上に表
示されるように要請する場合を示すフローチャートである。
【００９２】
　図７を参照すると、ユーザーは、ＧＰＳ座標情報を保存する掲示物のうち、複数の掲示
物を選択してそれらの照会を要請する（ステップ７００）。
【００９３】
　複数の掲示物に対する照会要請情報を受信した個人ウェブページサーバーは、複数のＧ
ＰＳ座標をそれぞれＧＩＳ座標に変換する（ステップ７０２）。座標変換が行われた後、
複数のＧＩＳ座標を全て包括できるマップデータが、マップデータベースからロードされ
る（ステップ７０４）。例えば、チュンチョン市、ウォンジュ市、ソラク山に対するＧＰ
Ｓ座標を保存する掲示物を選択した場合、これらの地域を全て包括できる範囲の地図デー
タがマップデータベースからロードされる。一つのＧＰＳ座標に相応するマップデータを
ロードする際とは違い、複数のＧＰＳ座標間の距離を考慮し、地図の縮尺及びロードする
地図の範囲が動的に設定される。
【００９４】
　地図がロードされた後、図６のような過程により、複数のＧＰＳ座標地域を表示するポ
リゴンオブジェクトが生成され、これを臨時レイヤーを用いて表示する過程が行われる（
ステップ７０６、７０８）。
【００９５】
　ユーザーが複数の掲示物を選択した場合、一つの掲示物を選択した場合とは違い、複数
の地点に対する経路情報が提供されることができる。経路情報提供時には、複数の地点に
どんな順序で経路情報が提供されるべきかが決定されなければならない。例えば、チュン
チョン市→ウォンジュ市→ソラク山の順に経路情報が提供されるか、または、ウォンジュ
市→ソラク山→チュンチョン市の順に経路情報が提供されるべきかが決定される必要があ
る。
【００９６】
　経路提供のために、複数の地点に対する順序情報は様々な方式で設定されることができ
る。例えば、ユーザーがＧＰＳ座標情報にアクセスした時間によって順序が設定されても
よく、掲示物を照会するユーザーが掲示物を選択した順序によって順序が設定されてもよ
く、掲示物番号によって順序が選択されてもよい。これに限定されず、他の様々な順序設
定方法が可能であることは無論である。
【００９７】
　ユーザーが複数の地点に対する経路情報を要請した場合、複数の地点に対する経路を計
算するための順序情報が判断される（ステップ７１２）。順序情報が判断されると、判断
された順序情報に従って複数の地点に対する経路情報を提供する（ステップ７１４）。
【００９８】
　以上の図面と発明の詳細な説明は単に本発明を例示するためのもので、本発明の意味を
限定したり、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲を制限するためのものではない。
したがって、上記の説明から様々な変形及び均等な他の実施例が可能であるという点が、
本技術分野における通常の知識を持つ者にとっては明らかである。したがって、本発明の
真正な技術的保護範囲は、添付の特許請求の範囲による技術的思想によって定められるべ
きである。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　以上で説明した如く、本発明の実施例によれば、移動通信端末機を用いてユーザーの訪
問した場所に関する位置情報を地図上に容易に保存することができ、移動通信端末機と連
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係してユーザーが訪問している場所の位置情報を実時間で個人ウェブページの掲示物の形
態で保存することによって、位置情報を保存したユーザーだけでなく、他のユーザーも位
置情報を共有することが可能になる。
【０１００】
　また、本発明の実施例によれば、ユーザーが訪問した場所に関する位置情報と一緒に当
該位置と関連した写真、動画、テキストのような付加情報をさらに容易に保存することが
でき、保存された位置情報を付加情報と一緒に照会することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムの構成を示
す図である。
【図２】本発明の他の実施例による個人ウェブページでの地理情報提供システムの構成を
示す図である。
【図３】本発明の一実施例による個人ウェブページでの地理情報提供方法の全体的な流れ
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施例による個人ウェブページサーバーの構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明の一実施例によるＧＰＳ座標情報及び付加情報が個人ウェブページサーバ
ーに提供される過程を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施例による掲示物として保存されたＧＰＳ座標情報に相応する地図
情報をユーザーに提供する過程を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施例によるＧＰＳ座標情報を保存する掲示物を複数個選択した時に
、これに相応する地図情報をユーザーに提供する過程を示すフローチャートである。

【図１】

【図２】

【図３】
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