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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話機から取得した情報をサーバに処理させる方法であって、
　前記サーバが、前記携帯電話機から、電話番号、発呼日時、当該携帯電話機に対応する
基地局番号および参照用Webページ閲覧者へのメッセージを含む付加情報を取得するステ
ップと、
　電話番号と、地図画面を含む参照用Webページとが関連付けて登録された参照地図デー
タベースから、取得した前記電話番号に関連付けて登録された前記参照用Webページを検
索するステップと、
　検索した前記参照用Webページに含まれる地図画面上の、取得した前記基地局番号に対
応する位置に所定の所在記号および前記メッセージを付加するステップと、
　利用者コンピュータが前記参照用Webページにアクセスした際に、資格認証手続きを行
うステップと、
　前記資格認証の完了した利用者コンピュータに、前記参照用Webページを送信するステ
ップと、
を実行することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記メッセージは、携帯電話機から発信された音声によるメッセージをデータカプセル
化した音声メッセージであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　携帯電話機から取得した情報を処理するサーバであって、
　前記携帯電話機から、電話番号、発呼日時、当該携帯電話機に対応する基地局番号およ
び参照用Ｗebページ閲覧者へのメッセージを含む付加情報を取得する手段と、
　電話番号と、地図画面を含む参照用Ｗebページとが関連付けて登録された参照地図デー
タベースにアクセスする手段と、
　前記参照地図データベースから、取得した前記電話番号に関連付けて登録された前記参
照用Ｗebページを検索する手段と、
　検索した前記参照用Ｗebページの地図画面上の前記基地局番号に対応する位置に所定の
所在記号および前記メッセージを付加する手段と、
　利用者コンピュータが前記参照用Ｗebページにアクセスした際に、資格認証手続きを行
う手段と、
　前記資格認証の完了した利用者コンピュータに、前記参照用Ｗebページを送信する手段
と、を備えることを特徴とするサーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、Ｗebページの地図上に特定人物の所在を記して仲間に知らせる方法およびこ
の情報サービスを実施するＷebサーバに関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばＮＴＴＤｏＣｏＭｏ（登録商標）が提供する「いまどこサービス（登録商標）」や
、サイバーマップ・ジャパン（登録商標）が提供する「いまどこマピオン（登録商標）」
などのように、ＰＨＳの位置登録情報を利用して特定人物の所在を把握し、これを地図形
式でパソコン通信やファクシミリ、インターネットで通知してくれるサービスが知られて
おり、旅行中の家族や外回りの営業マンや出張者の所在確認、子供や徘徊中の老人の所在
確認など多目的に利用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記のサービスにおいては特定人物が所持するＰＨＳの電源が切れている場合
は機能せず、逆にＰＨＳの電源がオンになっていれば本人の意志にかかわらず他人に勝手
に所在を知られるおそれがある。また、このサービスで提示される地図情報には所在を知
りたい特定人物の最新の所在のみが記載されるに過ぎないが、特定人物の予定ルートや行
動履歴といった付加情報も知ることができれば便利である。
【０００４】
本発明は従来のサービスのこのような点に着目してなされたもので、特定人物の意志で所
在を通知する構成であるとともに予定ルートや行動履歴などの付加情報を仲間に通知する
ことができる、Ｗebページの地図上に特定人物の所在を記して仲間に知らせる方法を提供
することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するため、本発明は、携帯電話機から取得した情報をサーバに処理させ
る方法であって、
　前記サーバが、
　前記携帯電話機から、電話番号、発呼日時および当該携帯電話機の所在地に関わる所在
情報を含む付加情報を取得するステップと、
　電話番号と、地図画面を含む参照用Webページとが関連付けて登録された参照地図デー
タベースから、取得した前記電話番号に関連付けて登録された前記参照用Webページを検
索するステップと、
　検索した前記参照用Webページに含まれる地図画面上の、取得した前記所在情報に対応
する位置に所定の所在記号を付加するステップと、
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　利用者コンピュータが前記参照用Webページにアクセスした際に、資格認証手続きを行
うステップと、
　前記資格認証の完了した利用者コンピュータに、前記参照用Webページを送信するステ
ップと、
を実行することを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明において、前記携帯電話機による所在通報用Webページへのアクセスに基
づくデータパケットを、前記サーバに接続された着信処理装置が受信し、前記付加情報を
取得するステップでは、当該着信処理装置から電話番号、発呼日時および前記所在情報と
しての基地局番号を取得することとしてもよい。
【０００７】
　また、前記付加情報を取得するステップでは、前記所在情報の取得は、携帯電話機から
、前記サーバに接続された着信処理装置への公衆電話網を通じた着呼を受けた際に認知し
た携帯電話機の電話番号に基づいて行うこととしてもよい。
【０００８】
　また、前記付加情報は、参照用Webページ閲覧者へのメッセージを含み、前記所在記号
を付加するステップでは、前記基地局番号に対応する位置に前記所定の所在記号と共に当
該メッセージを付加することとしてもよく、この場合、前記メッセージは、携帯電話機か
ら発信された音声によるメッセージをデータカプセル化した音声メッセージであってもよ
い。
　さらに、本発明は、携帯電話機から取得した情報を処理するサーバであって、
　前記携帯電話機から、電話番号、発呼日時および当該携帯電話機の所在地に関わる所在
情報を含む付加情報を取得する手段と、
　電話番号と、地図画面を含む参照用Webページとが関連付けて登録された参照地図デー
タベースにアクセスする手段と、
　前記参照地図データベースから、取得した前記電話番号に関連付けて登録された前記参
照用Webページを検索する手段と、
　検索した前記参照用Webページの地図画面上の前記基地局番号に対応する位置に所定の
所在記号を付加する手段と、
　利用者コンピュータが前記参照用Webページにアクセスした際に、資格認証手続きを行
う手段と、
　前記資格認証の完了した利用者コンピュータに、前記参照用Webページを送信する手段
と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
＝＝＝システムの概略構成＝＝＝
図１は本発明の一実施例として説明する「特定人物の所在をインターネットのＷebページ
により仲間に知らせるサービス」の概略構成である。所在情報提供サーバＳ１および着信
処理装置Ｓ２はそれぞれインターネットＩに接続しインターネットＩ上のＷebサーバとし
ている。所在情報提供サーバＳ１および着信処理装置Ｓ２はそれぞれ１台もしくは複数台
のコンピュータで構成され、これらはＬＡＮ３を介して接続している。利用者コンピュー
タＣは特定人物や仲間が使うコンピュータであり、具体的には家庭や会社などに設置され
たインターネットＩに接続するパソコンなどである。
【００１０】
特定人物が外出時に携帯する携帯電話機Ｋ（ＰＨＳも含む）は基本的な通話機能に加えパ
ケット通信によるインターネット接続機能を備えている。携帯電話網５は公衆電話網９に
接続するほか、ゲートウェイＧを介してインターネットＩに接続する。また携帯電話網５
の通信方式にはセルラー方式が採用され、携帯電話網５には各地に設置された多数の基地
局７が接続する。携帯電話網５は各携帯電話機ＫのＩＤとその携帯電話機Ｋが接続中の基
地局の番号との対応づけを位置情報データベースＤに登録管理しており、携帯電話網５は
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携帯電話機Ｋの通話に際してやりとりされる通話信号やデータパケットにその携帯電話機
Ｋに対応づけられている基地局番号を付帯させる。
【００１１】
＝＝＝利用形態＝＝＝
＜会員登録＞
このサービスを利用する特定人物は所在情報提供サーバＳ１が提供する登録用Ｗebページ
にアクセスして会員登録を済ませておく必要がある。特定人物は登録用Ｗebページの所定
欄に外出時に携帯する携帯電話機Ｋの電話番号とパスワードを記入して所在情報提供サー
バＳ１に送信する。所在情報提供サーバＳ１は送られてくる電話番号とパスワードを当該
サーバＳに連結する会員データベースに登録する。なお、ここで登録された電話番号およ
びパスワードは、特定人物や仲間がこのサービスを利用する際の認証情報として利用され
る。
【００１２】
＜参照用Ｗebページの設定＞
　会員登録を済ませた特定人物は、つぎに自分の所在を仲間に知らせるための専用の参照
用Ｗebページを登録する。この登録は所在情報提供サーバＳ１が提供する設定用Ｗebペー
ジにアクセスして行う。設定用ＷebページのＵＲＬにアクセスし前記認証情報による資格
認証手続きを済ませると、特定人物が操作する利用者コンピュータＣに図２に示す地図設
定用Ｗebページが送られてくる。特定人物はこの画面に用意されている地名検索による範
囲指定、スクロールバーによる表示地域の変更、地図縮尺の変更などの機能を利用して仲
間に参照させたい地域を含んだ地図画面のイメージを表示させ、さらにこの地図画面に設
けられている予定ルート指定ツールにより前記地図画面上に予定ルートを描画する。以上
の設定が終了し特定人物が所定の完了操作を行うと、利用者コンピュータＣから前記地図
画面の設定情報が所在情報提供サーバＳ１に送信される。
【００１３】
所在情報提供サーバＳ１は送られてきた設定情報に基づいて図３に示す参照用Ｗebページ
を生成し、これにＵＲＬを付与して当該サーバＳ１に連結する参照地図データベースに登
録する。なおこの時、参照用Ｗebページには前記設定情報に付帯して送られてくる前記認
証情報も関連づけて登録される。参照用地図データベースに登録された参照用Ｗebページ
は前記ＵＲＬで特定されるＷebページとしてインターネットＩ上に公開される。また、前
記ＵＲＬは所定のＷebページに記載されて前記利用者コンピュータＣに送信され特定人物
に通知される。
【００１４】
＜現在の所在を登録＞
特定人物は会員データベースに登録した携帯電話機Ｋを外出時に携帯し、これを使って適
宜自分の所在を参照用Ｗebページに登録する。この登録は着信処理装置Ｓ２が提供する所
在通報用Ｗebページにアクセスして行う。特定人物が所在通報用Ｗebページにアクセスす
ると、このＷebページに付帯する補助プログラムの作用により所在通報指示命令を載せた
データパケットが着信処理装置Ｓ２に送出される。着信処理装置Ｓ２は前記データパケッ
トが送られてくると、前記データパケットに付記されている携帯電話機Ｋの電話番号、発
呼日時、基地局番号をＬＡＮ３を通じて所在情報提供サーバＳ１に通知する。
【００１５】
所在情報提供サーバＳ１は、着信処理装置Ｓ２から前記通知があると、前記電話番号に対
応づけられている参照用Ｗebページを参照地図データベースから検索する。そして検索し
た参照用Ｗebページの地図画面上に前記基地局番号に対応する位置に所在記号と前記発呼
日時に基づく前記滞在日時を記入する。なお、基地局番号と地図画面上の位置との対応づ
けは、この対応づけが記憶管理されている基地局番号データベースを参照して行われる。
【００１６】
特定人物が外出先から適宜なタイミングで携帯電話機Ｋから前記所在通報用Ｗebページに
アクセスすると、以上のようにして参照用Ｗebページには所在記号と滞在日時がつぎつぎ
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と記入されていくことになる。
【００１７】
＜所在確認＞
特定人物は前記ＵＲＬと会員データベースに登録した認証情報を仲間に通知する。特定人
物の所在を確認したい家族や同僚などの仲間は、利用者コンピュータＣから前記ＵＲＬに
アクセスして前記認証情報による資格認証手続きを行うことで当該特定人物の参照用Ｗeb
ページを参照することができる。これにより仲間は特定人物の所在や予定ルートや行動履
歴などを知ることができる。
【００１８】
＝＝＝その他の応用＝＝＝
特定人物が携帯電話機Ｋから着信処理装置Ｓ２の所在通報用Ｗebページにアクセスした際
に携帯電話機Ｋにおいて入力された文字メッセージを受け付け、これを着信処理装置Ｓ２
から所在情報提供サーバＳ１に転送して参照用Ｗebページに記入するようにすれば、参照
用Ｗebページを通じて特定事物は仲間に外出先からメッセージを伝えることができる。ま
た、携帯電話機Ｋから音声メッセージをデータカプセル化して着呼処理装置Ｓ２から所在
情報提供サーバＳ１に転送し、これを所在情報提供サーバＳ１において該当の参照用Ｗeb
ページに添付し、例えば当該Ｗebページの地図上に用意したアイコンをクリックすると前
記音声メッセージが再生されるようにするといった構成も考えられる。
【００１９】
前記の実施例では携帯電話機Ｋの所在を基地局番号で把握する構成であるが、着信処理装
置Ｓ２を公衆電話網９に接続し、公衆電話網９を通じて携帯電話機Ｋからの着呼を受け付
けて、その際に認知した携帯電話機Ｋの上桁の電話番号からその携帯電話機Ｋの所在を特
定するようにしてもよい。
【００２０】
前記の実施例では仲間が参照用Ｗebページを閲覧する際に会員データベースの認証情報を
資格認証に用いているが、仲間が参照用Ｗebページを閲覧する場合には、この認証情報で
はなく別に登録もしくは発行したパスワードを用いるようにしてもよい。
【００２１】
前記の実施例では所在情報提供サーバＳ１および着信処理装置Ｓ２はＬＡＮ３で接続され
る構成としたが、所在情報提供サーバＳ１および着信処理装置Ｓ２が一体的に構成されて
いてもよい。
【００２２】
【発明の効果】
以上に説明したように、携帯電話機に特定人物が意図的に所定の操作を行うことで自分の
所在を示す所在記号がＷebページの地図に記入される構成であるため、地図には特定人物
が記入したい時にだけ所在記号が記入される。従って特定人物本人が意図しない時に仲間
に所在を知られてしまうことがない。
【００２３】
仲間に見せるＷebページに記載される地図は特定人物が自由にカスタマイズすることがで
き、またこの地図には行動予定などの付加情報を記入することもできる。これにより仲間
に自分の所在や行動予定を適格に伝えることができる。また、このＷebページには過去の
行動履歴や特定人物が外出先から記入したメッセージなども記載されるので、これにより
仲間は特定人物に関するより詳細な情報を知ることができる。
【００２４】
さらに、この発明によれば特定人物本人に直接連絡をとることなく間接的に本人の所在を
知ることができるので本人に迷惑をかけることもない。また、このＷebページはそのまま
Ｗebサーバにおいて管理されるので、特定人物の帰宅後は本人の日記代わりとして楽しめ
る他、仲間との話題づくりのねたになるなど娯楽としても利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるシステムの概略構成を示す図である。
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【図２】本発明の一実施例による設定用Ｗebページを示す図である。
【図３】本発明の一実施例による参照用Ｗebページを示す図である。
【符号の説明】
３　ＬＡＮ
５　携帯電話網
７　基地局
Ｃ　利用者コンピュータ
Ｄ　位置登録データベース
Ｇ　ゲートウェイ
Ｉ　インターネット
Ｋ　携帯電話機
Ｓ１　所在情報提供サーバ
Ｓ２　着信処理装置

【図１】 【図２】
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