
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を複数記憶するデータベースと、
　目的の携帯電話端末の所在する位置名の要求を受信したときに、前記目的の携帯電話端
末に周辺情報の要求を送信する手段と、
　前記周辺情報の要求に応じて前記目的の携帯電話端末から受信した周辺情報に対応した
位置名を前記データベースから検索する手段と、
　検索された前記位置名を前記位置名の要求の送信元に送信する手段と、
　前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を登録用携帯電話端末から受信する手
段と、
　受信した前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記データベースに登録す
る手段と、
　を備え
　
ことを特徴とする位置名サーバ。
【請求項２】
　請求項１に記載の位置名サーバと、前記目的の携帯電話端末を備え、
　前記目的の携帯電話端末は、
　前記周辺情報を取得する手段と、
　前記周辺情報の要求を前記位置名サーバから受信する手段と、
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　前記周辺情報の要求を前記位置名サーバから受信したときに、前記周辺情報を前記位置
名サーバに送信する手段と、を備えることを特徴とする携帯電話端末の所在する位置名を
提供する方式。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式において、更に、位置
情報コンソールを備え、
　前記位置情報コンソールは、
　前記目的の携帯電話端末の所在する位置名の要求を前記位置名サーバに送信する手段と
、
　前記位置名サーバで検索された前記位置名を前記位置名サーバから受信する手段と、
　受信した前記位置名を表示する手段と、を備えることを特徴とする携帯電話端末の所在
する位置名を提供する方式。
【請求項４】
　請求項１に記載の位置名サーバと、登録用携帯電話端末を備え、
　前記登録用携帯電話端末は、
　前記周辺情報を取得する手段と、
　前記位置名を取得する手段と、
　取得した前記周辺情報と取得した前記位置名を相互に関連付ける手段と、
　前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記位置名サーバに送信する手段と
、を備えることを特徴とする携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式。
【請求項５】
　相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を複数記憶するデータベースと、
　周辺情報を伴った要求である位置名の要求を受信する手段と、
　前記位置名の要求に応じて前記位置名の要求が伴う前記周辺情報に対応した位置名を前
記データベースから検索する手段と、
　検索された前記位置名を前記位置名の要求の送信先に送信する手段と、
　前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を登録用携帯電話端末から受信する手
段と、
　受信した前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記データベースに登録す
る手段と、
　を備え
　
ことを特徴とする位置名サーバ。
【請求項６】
　請求項５に記載の位置名サーバと、目的の携帯電話端末を備え、
　前記目的の携帯電話端末は、
　前記周辺情報を取得する手段と、
　前記周辺情報を伴った要求である前記位置名の要求を前記位置名サーバに送信する手段
と、
　前記位置名サーバで検索された前記位置名を前記位置名サーバから受信する手段と、を
備えることを特徴とする携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式。
【請求項７】
　請求項６に記載の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式において、更に、位置
情報コンソールを備え、
　前記位置情報コンソールは、
　前記周辺情報を伴わない要求である前記目的の携帯電話端末の所在する位置名の要求を
前記目的の携帯電話端末に送信する手段と、
　検索された前記位置名を前記目的の携帯電話端末から受信する手段と、
　受信した前記位置名を表示する手段と、を備えることを特徴とする携帯電話端末の所在
する位置名を提供する方式。
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【請求項８】
　請求項５に記載の位置名サーバと、登録用携帯電話端末を備え、
　前記登録用携帯電話端末は、
　前記周辺情報を取得する手段と、
　前記位置名を取得する手段と、
　取得した前記周辺情報と取得した前記位置名を相互に関連付ける手段と、
　前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記位置名サーバに送信する手段と
、を備えることを特徴とする携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、ＰＨＳ (Personal Handy-phone System)では、事業者により、位置登録した基地局
コードを用いたＰＨＳ端末の位置情報サービスが行われている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
一方、ＡＲＩＢ　ＲＣＲ　ＳＴＤ－２７（ Association of Radio Industries and Busine
sses Research and development Center for Radio systems standard-27)準拠の携帯電
話（ＰＤＣ (Personal digital Cellular)）システムでは、基地局セルが比較的大きいた
め位置情報サービスは利用されていない。そのため、携帯電話システムでは携帯電話機に
ＧＰＳ受信機を具備する等の高価な手段が必要であった。
【０００４】
本発明は、低コストで、携帯電話端末の所在する位置名を提供することを可能とする方式
を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明による第１の位置名サーバは、相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を複
数記憶するデータベースと、目的の携帯電話端末の所在する位置名の要求を受信したとき
に、前記目的の携帯電話端末に周辺情報の要求を送信する手段と、前記周辺情報の要求に
応じて前記目的の携帯電話端末から受信した周辺情報に対応した位置名を前記データベー
スから検索する手段と、検索された前記位置名を前記位置名の要求の送信元に送信する手
段と、前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を登録用携帯電話端末から受信す
る手段と、受信した前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記データベース
に登録する手段と、を備え

ことを特徴とする。
【０００７】
本発明による第１の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上記第１の位置名
サーバと、前記目的の携帯電話端末を備え、前記目的の携帯電話端末は、前記周辺情報を
取得する手段と、前記周辺情報の要求を前記位置名サーバから受信する手段と、前記周辺
情報の要求を前記位置名サーバから受信したときに、前記周辺情報を前記位置名サーバに
送信する手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
本発明による第２の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上位第１の携帯電
話端末の所在する位置名を提供する方式において、更に、位置情報コンソールを備え、前
記位置情報コンソールは、前記目的の携帯電話端末の所在する位置名の要求を前記位置名
サーバに送信する手段と、前記位置名サーバで検索された前記位置名を前記位置名サーバ
から受信する手段と、受信した前記位置名を表示する手段と、を備えることを特徴とする
。
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【０００９】
　本発明による第３の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上記第 の位置
名サーバと、登録用携帯電話端末を備え、前記登録用携帯電話端末は、前記周辺情報を取
得する手段と、前記位置名を取得する手段と、取得した前記周辺情報と取得した前記位置
名を相互に関連付ける手段と、前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記位
置名サーバに送信する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明による第２の位置名サーバは、相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を複
数記憶するデータベースと、周辺情報を伴った要求である位置名の要求を受信する手段と
、前記位置名の要求に応じて前記位置名の要求が伴う前記周辺情報に対応した位置名を前
記データベースから検索する手段と、検索された前記位置名を前記位置名の要求の送信先
に送信する手段と、前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を登録用携帯電話端
末から受信する手段と、受信した前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記
データベースに登録する手段と、を備え

ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明による第４の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上記第３の位置
名サーバと 的の携帯電話端末を備え、前記目的の携帯電話端末は、前記周辺情報を取
得する手段と、前記周辺情報を伴った要求である前記位置名の要求を前記位置名サーバに
送信する手段と、前記位置名サーバで検索された前記位置名を前記位置名サーバから受信
する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
本発明による第５の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上記第４の携帯電
話端末の所在する位置名を提供する方式において、更に、位置情報コンソールを備え、前
記位置情報コンソールは、前記周辺情報を伴わない要求である前記目的の携帯電話端末の
所在する位置名の要求を前記目的の携帯電話端末に送信する手段と、検索された前記位置
名を前記目的の携帯電話端末から受信する手段と、受信した前記位置名を表示する手段と
、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明による第 の携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式は、上記 の位置
名サーバと、登録用携帯電話端末を備え、前記登録用携帯電話端末は、前記周辺情報を取
得する手段と、前記位置名を取得する手段と、取得した前記周辺情報と取得した前記位置
名を相互に関連付ける手段と、前記相互に関連付けられた周辺情報と位置名の組を前記位
置名サーバに送信する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明は、携帯電話端末が測定した周辺情報（報知情報や電界レベル）と、ユーザが入力
した位置名（○○駅等の位置に特有な名前）との関連づけを行い、それを用いて位置情報
サービスを提供することにより、安価に位置情報サービスを提供できる携帯電話端末及び
そのシステムである。
【００１６】
本発明のシステム全体の構成図を図１に示す。図１において、その位置を知るべき携帯電
話端末１と、事前に登録された携帯電話端末の周辺情報と事前に登録された位置名との登
録と比較を行う位置名サーバ２と、携帯電話端末の位置名を取り出す位置情報コンソール
３があり、それらが既存の携帯電話インフラストラクチャに接続されている。携帯電話イ
ンフラストラクチャは各通信事業者ごとに、携帯電話端末１と無線通信を行う基地局４、
基地局４を制御し外部通信網と通信を行う基地局制御装置５を持っている。外部通信網は
電話網やインターネット等である。
【００１７】
ここで携帯電話端末１は基地局Ａに登録状態であり、基地局Ｂと基地局Ｃの電波が届く状
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態にあるとし、通信事業者Ａは基地局Ａと基地局Ｂを、通信事業者Ｂは基地局Ｃをそれぞ
れ所有しているものとする。
【００１８】
図２は本発明で用いる携帯電話端末１の構成図であり、携帯電話端末１は基地局と無線通
信を行う無線部１１と、ユーザに情報を表示するＬＣＤ (Liquid Crystal Display)等の表
示装置１２と、ユーザからの指示を入力するキーボード１３と、無線部１１と表示装置１
２とキーボード１３とを制御する制御部１４と、制御部１４で使用する情報を記憶するメ
モリ１５を備える。
【００１９】
図３は本発明で用いる位置名サーバ２の構成図であり、位置名サーバ２は外部通信網と通
信を行うＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　２１と、携帯電話端末より送られてきた
位置名及び周辺情報のデータを保管する磁気記憶装置やメモリ等の記憶装置２２と、それ
らを制御する制御部２３を備える。
【００２０】
図４は本発明で用いる位置情報コンソール３の構成図であり、位置情報コンソール３は外
部通信網と通信を行うＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　３１と、ユーザからの指示
を入力するキーボード３２と、ユーザに情報を表示するＣＲＴ (Cathode Ray Tube)等の表
示装置３３と、Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　３１とキーボード３２と表示装置
３３とを制御する制御部３４と、制御部３４で使用する情報を記憶するメモリ３５を備え
る。
【００２１】
次に、本発明の動作を、図５及び図６を参照して説明する。図５は携帯電話端末１のユー
ザが位置名をサーバに登録するときの動作のフロー図、図６は位置情報サービスの利用ユ
ーザが携帯電話端末１の位置を検索するときのフロー図である。
【００２２】
図５を参照すると、ステップ４１で携帯電話端末１のユーザはその場所の位置名を位置名
サーバ２に登録する為に、その位置の名前に適した「位置名」を携帯電話端末にキーボー
ド１３や表示装置１２を用いてメモリ１５に記憶する（例えば、○○駅、○○交差点等）
。ステップ４２において、携帯電話端末１は周辺情報の測定を行う。ここで、周辺情報と
は、実際に電波を受信できる基地局Ａ、基地局Ｂ及び基地局Ｃの報知情報（Ｓｙｓｔｅｍ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及び電界強度（ＲＳＳＩ）である。基地局を特定するための
報知情報は、例えば、基地局が使用する通信周波数とカラーコードの組み合わせである。
ここで、基地局Ｃは他通信事業者の基地局であるが、報知情報を受信したり電界強度を測
定することは可能である。ステップ４３において、携帯電話端末１はステップ４１で得ら
れた「位置名」とステップ４２で得られた「周辺情報」のデータを基地局Ａを介して位置
名サーバ２に送信する。
【００２３】
位置名サーバ２は、携帯電話端末１からステップ４３で送信されたデータを、ステップ４
４においてＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｆａｃｅ２１で受信し、ステップ４５において記憶
装置２２に設けられたデータベースに登録し、ステップ４６において携帯電話端末１に登
録完了を送信する。携帯電話端末１はステップ４７において、登録が完了した事を知り、
ユーザに通知する。
【００２４】
次に、位置情報サービスの利用ユーザが位置情報コンソール３を用いて、位置情報の取得
をするとき動作を図６を参照して説明する。ステップ５１において、位置情報サービスの
利用ユーザは位置情報コンソール３に対して、対象携帯電話端末１の電話番号等の情報を
伴った位置名要求を位置名サーバ２に送信する。位置名サーバ２はステップ５２でその要
求を受信し、ステップ５３において、ステップ５２で受信した位置名要求に伴っている電
話番号等の情報を元にして携帯電話端末１に接続し携帯電話端末に対し周辺情報の要求を
送信する。携帯電話端末１はステップ５４において、周辺情報の要求を受信したら、ステ
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ップ５５において、ステップ４２と同様な方法にて周辺情報を測定し、ステップ５６にお
いて、ステップ５５において得られた周辺情報を位置名サーバ２へ送信する。位置名サー
バ２はステップ５７において、周辺情報を受信し、ステップ５８において、受信した周辺
情報とデータベースに保存している全ての周辺情報とを比較して、受信した周辺情報に一
番近いデータベースに保存している周辺情報と関連付けられている位置名を取り出し、ス
テップ５９において、ステップ５８で取り出された位置名を位置情報コンソール３へ送信
する。位置情報コンソール３はステップ６０において、位置名を受信し、表示装置３３に
表示して位置情報サービスの利用ユーザに通知する。
【００２５】
他の実施形態として、位置情報コンソール３が携帯電話端末１に位置名要求を送信して、
その位置名要求に応じて携帯電話端末１が周辺情報を得てから、位置名サーバ２に、得ら
れた周辺情報を伴った位置名の検索の要求を送信し、位置名サーバ２２が携帯電話端末１
から送られてきた周辺情報に対応する位置名を検索し、検索された位置名を携帯電話端末
１に送信し、携帯電話端末１が位置名サーバ２から受信した位置名を位置情報コンソール
３に送信するようにしても良い。
【００２６】
更に他の実施形態として、携帯電話端末がＰＨＳ端末の機能も備える場合には、ＰＨＳ端
末機能部で測定した周辺情報を上記の周辺情報として用いても良い。従って、ＰＨＳ端末
の機能も備える携帯電話端末の所有者が、携帯電話端末部分のみの契約をしている場合で
あっても、位置名を知ることができる。
【００２７】
更に他の実施形態として、携帯電話端末が位置名サーバの機能を備えていても良い。
【００２８】
更に他の実施形態として、携帯電話端末が位置情報コンソールの機能を備えていても良い
。
【００２９】
更に他の実施形態として、携帯電話端末１が定期的に周辺情報を測定しメモリ１５に記憶
しておき、一度の周辺情報要求（ステップ５３、５４）に対して、メモリ１５に記憶した
複数の周辺情報を位置名サーバに送信するようにする（ステップ５６、５７）ことにより
、携帯電話端末１の移動履歴を知ることができる。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば以下の効果が奏される。
【００３１】
既存の携帯電話インフラストラクチャを利用して、携帯電話端末と位置名サーバと位置情
報コンソールとにより、安価に位置情報サービスを行うことが可能となる。
【００３２】
位置情報の取得方法として、周辺の電界等を用いることにより、セル半径よりも位置を細
かく識別できる為、従来のセルへの位置登録を基本とする位置情報サービスよりも高精度
な位置名を知ることができる。
【００３３】
契約していない通信事業者が所有している基地局の報知情報や電界情報も使用することに
より精度の高い位置情報サービスを行うことが可能となる。
【００３４】
位置名として名前（○○会社、○○駅等）を登録することにより、よりユーザに対して簡
便な情報を提供できる。
【００３５】
位置名サーバが、複数の携帯電話端末により登録された「周辺情報」や「位置名」を蓄積
することにより、ユーザが地名不詳の地点での位置名を得ることができる。
【００３６】
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基地局コード、位置登録情報、ＧＰＳ計測データによる従来の位置情報サービスが必要な
いため、ローミング先でも本発明のサービスを使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態による携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式の構成を
示す概念図である。
【図２】図１に示す携帯電話端末の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示す位置名サーバの構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示す位置情報コンソールの構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態による携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式の位置名
を登録するときの動作を説明するシーケンス図である。
【図６】本発明の実施形態による携帯電話端末の所在する位置名を提供する方式の位置名
を通知するときの動作を説明するシーケンス図である。
【符号の説明】
１　携帯電話端末
２　位置名サーバ
３　位置情報コンソール
４　基地局
５　基地局制御装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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