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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信エリア内の携帯電話を検出する携帯電話検出部と、
　前記携帯電話検出部が検出した前記携帯電話の識別情報を特定する携帯電話特定部と、
　複数の前記携帯電話の識別情報のそれぞれに対応付けて外部機器の制御情報を格納する
制御情報格納部から、前記携帯電話特定部が特定した前記識別情報に対応付けられている
前記制御情報を取得する制御情報取得部と、
　前記制御情報取得部が取得した前記制御情報に基づいて、前記外部機器を制御する外部
機器制御部と
　複数の前記携帯電話の識別情報のそれぞれに対応付けて嗜好情報を格納する嗜好情報格
納部から、前記携帯電話特定部が特定した前記識別情報に対応付けられている前記嗜好情
報を取得する嗜好情報取得部と、
　複数の前記嗜好情報のそれぞれに対応付けて番組情報を格納する番組情報格納部から、
前記嗜好情報取得部が取得した前記嗜好情報に対応付けられている前記番組情報を取得す
る番組情報取得部と、
　前記番組情報取得部が取得した前記番組情報を、前記携帯電話検出部が検出した前記携
帯電話のユーザへ通知する番組情報通知部と
　を備える基地局。
【請求項２】
　前記外部機器制御部は、前記制御情報取得部が取得した前記制御情報に基づいて、近距
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離通信により、前記外部機器を制御する
　請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記外部機器制御部は、
　複数の前記制御情報のそれぞれに対応付けて、前記外部機器を制御するための制御信号
を格納する制御信号格納部と、
　前記制御情報取得部が取得した前記制御情報に対応付けられている前記制御信号を前記
制御信号格納部から取得する制御信号取得部と、
　前記制御信号取得部が取得した前記制御信号を前記外部機器へ送信することにより、前
記外部機器を制御する制御信号送信部と
　を有する請求項１または２に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１および２には、携帯端末の現在位置に応じて、対象機器を制御する制御装置
が記載されている。
【特許文献１】特開２００３－３０４３４２号公報
【特許文献２】特開２００３－７００７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来技術では、携帯電話の位置情報を位置登録サーバから受信する必要
がある。このため、携帯電話が位置登録サーバとの通信ができない場所に存在する場合、
または制御装置と位置登録サーバとの通信ができない場合には、位置登録サーバから携帯
電話の位置情報を受信できないので、対象機器を制御することができない。また、従来技
術では、携帯電話の現在位置の特定精度が低いので、狭いエリア単位で対象機器を制御す
ることができない。このように、従来技術では、対象機器を適切に制御することができな
い。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様の基地局は、通信エリア内の携帯電話
を検出する携帯電話検出部と、携帯電話検出部が検出した携帯電話の識別情報を特定する
携帯電話特定部と、複数の携帯電話の識別情報のそれぞれに対応付けて外部機器の制御情
報を格納する制御情報格納部から、携帯電話特定部が特定した識別情報に対応付けられて
いる制御情報を取得する制御情報取得部と、制御情報取得部が取得した制御情報に基づい
て、外部機器を制御する外部機器制御部とを備える。
【０００５】
　上記基地局において、外部機器制御部は、制御情報取得部が取得した制御情報に基づい
て、近距離通信により、外部機器を制御してもよい。
【０００６】
　上記基地局において、外部機器制御部は、複数の制御情報のそれぞれに対応付けて、外
部機器を制御するための制御信号を格納する制御信号格納部と、制御情報取得部が取得し
た制御情報に対応付けられている制御信号を制御信号格納部から取得する制御信号取得部
と、制御信号取得部が取得した制御信号を外部機器へ送信することにより、外部機器を制
御する制御信号送信部とを有してもよい。
【０００７】
　上記基地局において、複数の携帯電話の識別情報のそれぞれに対応付けて嗜好情報を格
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納する嗜好情報格納部から、携帯電話特定部が特定した識別情報に対応付けられている嗜
好情報を取得する嗜好情報取得部と、複数の嗜好情報のそれぞれに対応付けて番組情報を
格納する番組情報格納部から、嗜好情報取得部が取得した嗜好情報に対応付けられている
番組情報を取得する番組情報取得部と、番組情報取得部が取得した番組情報を、携帯電話
検出部が検出した携帯電話のユーザへ通知する番組情報通知部とをさらに備えてもよい。
【０００８】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１０】
　図１は、実施形態に係る通信システム１０の一例を示す。通信システム１０は、コアネ
ットワーク２０、マクロ基地局２２、位置登録サーバ２６、ＩＰネットワーク３０、ＡＤ
ＳＬモデム１２０、および基地局１００を備える。
【００１１】
　マクロ基地局２２は、コアネットワーク２０に接続されており、通信エリア２４内にお
けるコアネットワーク２０へのアクセスポイントとして機能する。具体的には、マクロ基
地局２２は、通信エリア２４内に存在する携帯電話１３０との無線通信をおこなう。これ
により、携帯電話１３０は、通信エリア２４内において、マクロ基地局２２にアクセスす
ることで、コアネットワーク２０に接続されている携帯電話、サーバなどの他の通信装置
とのデータ通信をおこなうことができる。
【００１２】
　位置登録サーバ２６は、コアネットワーク２０に接続されており、携帯電話１３０の識
別情報と、携帯電話１３０の位置情報とを対応付けて格納する。具体的には、通信エリア
の基地局が携帯電話１３０を検出した場合、位置登録サーバ２６は、携帯電話１３０の識
別情報をマクロ基地局２２または基地局１００から受信する。そして、位置登録サーバ２
６は、携帯電話１３０の識別情報と、携帯電話１３０の位置情報とを対応付けて格納する
。
【００１３】
　基地局１００は、たとえば宅内など、マクロ基地局２２の通信エリア２４よりも狭い通
信エリア１０２に設けられる。基地局１００は、通信エリア１０２内におけるコアネット
ワーク２０へのアクセスポイントとして機能する。具体的には、基地局１００は、ＡＤＳ
Ｌモデム１２０により、ＩＰネットワーク３０に接続されている。ＩＰネットワーク３０
は、コアネットワーク２０に接続されている。基地局１００は、通信エリア１０２内に存
在する携帯電話１３０との無線通信をおこなう。これにより、携帯電話１３０は、通信エ
リア１０２内において、基地局１００にアクセスすることで、ＩＰネットワーク３０また
はコアネットワーク２０に接続されている、他の電話機、サーバなどの、他の通信装置と
のデータ通信をおこなうことができる。
【００１４】
　基地局１００は、通信エリア１０２内の携帯電話１３０を検出し、検出した携帯電話１
３０のＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）による
音声通話を実現する。たとえば、基地局１００は、携帯電話１３０から受信した音声デー
タから音声パケットを生成し、生成した音声パケットを、ＡＤＳＬモデム１２０を介して
、ＩＰネットワーク３０へ送出する。
【００１５】
　基地局１００は、検出した携帯電話１３０の位置情報を、位置登録サーバ２６へ登録す
る機能を有する。具体的には、基地局１００は、検出した携帯電話１３０の識別情報を特
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定し、特定した識別情報を含むＩＰパケットを生成する。そして、基地局１００は、生成
したＩＰパケットを、ＡＤＳＬモデム１２０、ＩＰネットワーク３０、およびコアネット
ワーク２０を介して、位置登録サーバ２６へ送信する。位置登録サーバ２６は、携帯電話
１３０の識別情報と、携帯電話１３０の位置情報とを対応付けて格納する。
【００１６】
　基地局１００は、特定した識別情報に応じて、外部機器１４０を制御する機能をさらに
有する。外部機器１４０とは、基地局１００との通信が可能な通信方式による通信装置を
備えた機器である。外部機器１４０の一例として、テレビ、照明、エアコン、ゲーム機、
風呂・給湯設備、オーディオ装置、ブラインド、カメラ、センサー、警報機、洗濯機、炊
飯器などが挙げられる。たとえば、基地局１００は、通信エリア１０２内に携帯電話１３
０が進入したことを検出し、検出した携帯電話１３０の識別情報を特定する。そして、基
地局１００は、特定した識別情報に応じた外部機器１４０の制御をおこなう。基地局１０
０は、複数の携帯電話１３０のそれぞれに対応させて、複数の外部機器１４０の制御をお
こなうことができる。
【００１７】
　このように、本実施形態の基地局１００によれば、位置登録サーバ２６との通信をおこ
なうことなく、通信エリア１０２内の携帯電話１３０の識別情報を特定し、特定した識別
情報に応じて、外部機器１４０を制御することができる。また、狭い通信エリア内での携
帯電話１３０との通信を担っているので、狭い通信エリア単位での対象機器の制御を実現
することができる。したがって、外部機器１４０を適確に制御することができる。
【００１８】
　図２は、基地局１００の機能構成の一例を示す。基地局１００は、無線通信部２０２、
携帯電話検出部２０４、携帯電話特定部２０６、制御情報取得部２０８、外部機器制御部
２１０、および制御情報格納部２２２を備える。
【００１９】
　制御情報格納部２２２は、複数の携帯電話１３０の識別情報のそれぞれに対応付けて外
部機器１４０の制御情報を格納する。制御情報格納部２２２が格納する制御情報は、携帯
電話１３０などの基地局１００との通信が可能な端末から入力されてもよく、基地局１０
０が入力キーなどの入力デバイスを備える場合は当該入力デバイスから入力されてもよい
。本実施形態では、制御情報格納部２２２は、基地局１００に設けられているが、これに
限らず、ＩＰネットワーク３０に接続されている外部サーバなどに設けられていてもよい
。
【００２０】
　無線通信部２０２は、通信エリア１０２内の携帯電話１３０との無線通信をおこなう。
携帯電話検出部２０４は、通信エリア１０２内の携帯電話１３０を検出する。たとえば、
携帯電話検出部２０４は、携帯電話１３０が発した電波を無線通信部２０２が受信したこ
とをもって、当該携帯電話１３０を検出する。
【００２１】
　携帯電話特定部２０６は、携帯電話検出部２０４が検出した携帯電話１３０の識別情報
を特定する。たとえば、携帯電話特定部２０６は、携帯電話１３０が備えるＳＩＭ（Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードのＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を、当該携
帯電話１３０から受信し、受信したＩＭＳＩを当該携帯電話１３０の識別情報として特定
する。携帯電話特定部２０６は、携帯電話１３０の携帯電話番号を、当該携帯電話１３０
の識別情報として特定してもよい。
【００２２】
　制御情報取得部２０８は、制御情報格納部２２２から、携帯電話特定部２０６が特定し
た識別情報に対応付けられている制御情報を取得する。
【００２３】
　基地局１００は、内蔵時計または外部から取得した情報に基づいて、携帯電話検出部２
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０４が携帯電話１３０を検出した、時、日、週、月などの時期を特定する検出時期特定部
をさらに備えてもよい。また、制御情報格納部２２２は、複数の携帯電話１３０の識別情
報のそれぞれに対応付けて、時期ごとの制御情報を格納してもよい。この場合、制御情報
取得部２０８は、制御情報格納部２２２から、携帯電話特定部２０６が特定した識別情報
に対応付けられている、検出時期特定部が特定した時期の制御情報を取得してもよい。
【００２４】
　基地局１００は、携帯電話検出部２０４が検出した携帯電話１３０の、入退出を特定す
る入退出特定部をさらに備えてもよい。また、制御情報格納部２２２は、複数の携帯電話
１３０の識別情報のそれぞれに対応付けて、進入および退出のそれぞれの制御情報を格納
してもよい。この場合、制御情報取得部２０８は、制御情報格納部２２２から、携帯電話
特定部２０６が特定した識別情報に対応付けられている、動作特定部が特定した進入また
は退出の制御情報を取得してもよい。
【００２５】
　外部機器制御部２１０は、制御情報取得部２０８が取得した制御情報に基づいて、外部
機器１４０を制御する。外部機器制御部２１０は、制御情報取得部２０８が取得した制御
情報に基づいて、近距離通信により、外部機器１４０を制御してもよい。近距離通信とは
、ブルートゥース、赤外線通信、ＺｉｇＢｅｅ、ＬＡＮ、電力線通信などを示す。基地局
１００は、複数の通信方式により複数の外部機器１４０を制御してもよく、この場合、基
地局１００は、通信方式ごとの複数の外部機器制御部２１０を備えてもよい。
【００２６】
　本実施形態の外部機器制御部２１０は、制御信号格納部２１２、制御信号取得部２１４
、および制御信号送信部２１６を有する。
【００２７】
　制御信号格納部２１２は、複数の制御情報のそれぞれに対応付けて、外部機器１４０を
制御するための制御信号を格納する。たとえば、外部機器制御部２１０が赤外線通信によ
り外部機器１４０を制御する場合、制御信号格納部２１２は、複数の制御情報のそれぞれ
に対応付けて、外部機器１４０を制御するための赤外線信号を格納する。制御信号格納部
２１２は、制御信号として、外部機器１４０のリモコンコードを格納してもよい。制御信
号格納部２１２が格納する制御信号は、基地局１００の出荷時に予め格納されていてもよ
く、携帯電話１３０などの基地局１００との通信が可能な端末から入力されてもよく、Ｉ
Ｐネットワーク３０に接続されているサーバからダウンロードしてもよい。本実施形態で
は、制御信号格納部２１２は、基地局１００に設けられているが、これに限らず、ＩＰネ
ットワーク３０に接続されている外部サーバなどに設けられていてもよい。
【００２８】
　制御信号取得部２１４は、制御情報取得部２０８が取得した制御情報に対応付けられて
いる制御信号を制御信号格納部２１２から取得する。制御信号送信部２１６は、制御信号
取得部２１４が取得した制御信号を外部機器１４０へ送信することにより、外部機器１４
０を制御する。
【００２９】
　本実施形態の基地局１００によれば、制御信号格納部２１２に予め格納されている制御
信号を外部機器１４０に送信するだけで、外部機器１４０を制御することができる。この
ため、外部機器１４０を制御するサーバをＩＰネットワーク３０に構築することなく、宅
内に基地局１００を設置するだけでよいので、外部機器１４０の制御システムを短期間か
つ低コストで容易に構築することができる。
【００３０】
　本実施形態の基地局１００は、嗜好情報格納部２２４、番組情報格納部２２６、嗜好情
報取得部２３２、番組情報取得部２３４、および番組情報通知部２３６をさらに備える。
【００３１】
　嗜好情報格納部２２４は、複数の携帯電話１３０の識別情報のそれぞれに対応付けて嗜
好情報を格納する。嗜好情報格納部２２４が格納する嗜好情報は、携帯電話１３０などの
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基地局１００との通信が可能な端末から入力されてもよく、基地局１００が入力キーなど
の入力デバイスを備える場合は当該入力デバイスから入力されてもよい。本実施形態では
、嗜好情報格納部２２４は、基地局１００に設けられているが、これに限らず、ＩＰネッ
トワーク３０に接続されている外部サーバなどに設けられていてもよい。
【００３２】
　番組情報格納部２２６は、複数の嗜好情報のそれぞれに対応付けて番組情報を格納する
。番組情報格納部２２６が格納する番組情報は、ＩＰネットワーク３０に接続されている
サーバからダウンロードしてもよい。本実施形態では、番組情報格納部２２６は、基地局
１００に設けられているが、これに限らず、ＩＰネットワーク３０に接続されている外部
サーバなどに設けられていてもよい。たとえば、番組情報格納部２２６は、ＩＰネットワ
ーク３０に接続されている、番組情報を提供するサービス業者のデータベースであっても
よい。
【００３３】
　嗜好情報取得部２３２は、携帯電話特定部２０６が特定した識別情報に対応付けられて
いる嗜好情報を嗜好情報格納部２２４から取得する。番組情報取得部２３４は、嗜好情報
取得部２３２が取得した嗜好情報に対応付けられている番組情報を番組情報格納部２２６
から取得する。
【００３４】
　番組情報通知部２３６は、番組情報取得部２３４が取得した番組情報を、携帯電話検出
部２０４が検出した携帯電話１３０のユーザへ通知する。たとえば、番組情報通知部２３
６は、番組情報を音声出力することにより、当該番組情報を携帯電話１３０のユーザへ通
知する。番組情報通知部２３６は、番組情報を携帯電話１３０または外部機器１４０に送
信して、当該番組情報を携帯電話１３０または外部機器１４０のディスプレイに表示させ
ることにより、当該番組情報を携帯電話１３０のユーザへ通知してもよい。
【００３５】
　基地局１００は、内蔵時計または外部から取得した情報に基づいて、携帯電話検出部２
０４が携帯電話１３０を検出した、時、日、週、月などの時期を特定する検出時期特定部
をさらに備えてもよい。また、番組情報格納部２２６は、複数の嗜好情報のそれぞれに対
応付けて、時期ごとの番組情報を格納してもよい。この場合、番組情報取得部２３４は、
番組情報格納部２２６から、嗜好情報取得部２３２が取得した嗜好情報に対応付けられて
いる、検出時期特定部が特定した時期の番組情報を取得してもよい。また、番組情報格納
部２２６は、複数の嗜好情報のそれぞれに対応付けて、地域ごとの番組情報を格納しても
よい。たとえば、番組情報格納部２２６は、通信エリア１０２ごと、すなわち基地局１０
０ごとの番組情報を格納してもよい。この場合、番組情報取得部２３４は、番組情報格納
部２２６から、嗜好情報取得部２３２が取得した嗜好情報に対応付けられている、当該通
信エリア１０２向けの番組情報を取得してもよい。
【００３６】
　本実施形態の基地局１００によれば、携帯電話１３０のユーザの嗜好にあった番組情報
を、携帯電話１３０のユーザを検出したタイミングで、携帯電話１３０のユーザに通知す
ることができる。これにより、携帯電話１３０のユーザの嗜好にそぐわない他のユーザ向
けの番組情報を通知してしまうことを容易に防止することができる。また、携帯電話１３
０のユーザが番組を視聴できない時間帯に番組情報を通知するなど、時期はずれの番組情
報を通知してしまうことを容易に防止することができる。
【００３７】
　図３は、制御情報格納部２２２に格納されている制御情報の一例を示す。図３に示す例
では、制御情報格納部２２２には、携帯電話の識別情報の一例である携帯電話ＩＤに対応
付けて、時間帯ごとの制御情報が格納されている。
【００３８】
　制御情報は、項目「制御対象機器」および「制御内容」を含む。項目「制御対象機器」
には、制御対象の外部機器１４０を識別する識別情報が設定される。項目「制御内容」に
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は、制御対象の外部機器１４０に対する制御内容が設定される。
【００３９】
　たとえば、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」の時間帯「０」および「１」には、項目「制
御対象機器」に「テレビ（Ｓ社製）」が設定され、項目「制御内容」に「電源：ＯＮ　チ
ャンネル設定５ｃｈ」が設定されている制御情報３０１が対応付けられている。また、携
帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」の時間帯「５」および「６」には、項目「制御対象機器」に
「テレビ（Ｓ社製）」が設定され、項目「制御内容」に「電源：ＯＮ　チャンネル設定９
ｃｈ」が設定されている制御情報３０２が対応付けられている。一方、携帯電話ＩＤ「Ｉ
Ｄ０００２」の時間帯「０」および「１」には、項目「制御対象機器」に「照明（Ｍ社製
）」が設定され、項目「制御内容」に「電源：ＯＮ」が設定されている制御情報３０３が
対応付けられている。
【００４０】
　たとえば、携帯電話検出部２０４が、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」を有する携帯電話
１３０を、０時台あるいは１時台に検出した場合、制御情報取得部２０８は、制御情報格
納部２２２から、制御情報３０１を取得する。そして、基地局１００は、取得した制御情
報３０１に基づいて、識別情報「テレビ（Ｓ社製）」によって識別される外部機器１４０
に対して、電源をＯＮにする制御およびチャンネルを５ｃｈに設定する制御をおこなう。
【００４１】
　一方、携帯電話検出部２０４が、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００２」を有する携帯電話１３
０を、０時台あるいは１時台に検出した場合、制御情報取得部２０８は、制御情報格納部
２２２から、制御情報３０３を取得する。そして、基地局１００は、取得した制御情報３
０３に基づいて、識別情報「照明（Ｍ社製）」によって識別される外部機器１４０に対し
て、電源をＯＮにする制御をおこなう。
【００４２】
　なお、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」の時間帯「２」～「４」には、制御情報３０２が
対応付けられていない。このため、携帯電話検出部２０４が、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００
１」を有する携帯電話１３０を、２～４時台に検出した場合、制御情報取得部２０８は、
制御情報を取得しない。この場合、基地局１００は、外部機器１４０の制御をおこなわな
い。
【００４３】
　図４は、制御信号格納部２１２に格納されている制御信号の一例を示す。図４に示す例
では、制御信号格納部２１２には、制御対象の外部機器１４０の識別情報に対応付けて、
制御内容ごとの制御信号が格納されている。
【００４４】
　たとえば、識別情報「テレビ（Ｓ社製）」の、制御内容「電源」には、制御信号「０ｘ
１０」が対応付けられている。また、識別情報「テレビ（Ｓ社製）」の、制御内容「チャ
ンネル設定：５ｃｈ」には、制御信号「０ｘ２８」が対応付けられている。一方、識別情
報「テレビ（Ｍ社製）」の、制御内容「電源」には、制御信号「０ｘ００」が対応付けら
れている。また、識別情報「テレビ（Ｍ社製）」の、制御内容「チャンネル設定：５ｃｈ
」には、制御信号「０ｘ２８」が対応付けられている。
【００４５】
　たとえば、基地局１００が、識別情報「テレビ（Ｓ社製）」によって識別される外部機
器１４０に対して、電源をＯＮにする制御およびチャンネルを５ｃｈに設定する制御をお
こなう場合、制御信号取得部２１４は、制御信号格納部２１２から、制御信号「０ｘ１０
」および「０ｘ２８」を取得する。そして、基地局１００は、取得した制御信号を、識別
情報「テレビ（Ｓ社製）」によって識別される外部機器１４０に対して送信することによ
り、当該外部機器１４０に対して上記制御をおこなう。
【００４６】
　図５は、嗜好情報格納部２２４に格納されている嗜好情報の一例を示す。図５に示す例
では、嗜好情報格納部２２４には、携帯電話ＩＤに対応付けて、嗜好情報が格納されてい
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る。
【００４７】
　たとえば、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」には、嗜好情報として、「自動車」および「
スポーツ」が対応付けられている。また、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００２」には、嗜好情報
として、「ショッピング」および「グルメ」が対応付けられている。これらの嗜好情報は
、携帯電話１３０のユーザの指示により、予め嗜好情報格納部２２４に格納されてもよい
。
【００４８】
　図６は、番組情報格納部２２６に格納されている番組情報の一例を示す。図６に示す例
では、番組情報格納部２２６には、嗜好情報に対応付けて、時間帯ごとの番組情報が格納
されている。本実施形態の制御情報は、項目「番組名」、「放送日時」、「チャンネル」
、および「内容」を含む。
【００４９】
　たとえば、嗜好情報「自動車」の時間帯「０」～「２」には、項目「番組名」に「Ｆ１
グランプリ」が設定され、項目「放送日時」に「○月○日　○○時○○分～○○時○○分
」が設定され、項目「チャンネル」に「５」が設定され、項目「内容」に「白熱のレース
」が設定されている番組情報６０１が対応付けられている。また、嗜好情報「自動車」の
時間帯「３」～「６」には、項目「番組名」に「新車紹介」が設定され、項目「放送日時
」に「○月○日　○○時○○分～○○時○○分」が設定され、項目「チャンネル」に「７
」が設定され、項目「内容」に「新車購入の参考に」が設定されている番組情報６０２が
対応付けられている。
【００５０】
　一方、嗜好情報「スポーツ」の時間帯「０」～「４」には、項目「番組名」に「スポー
ツニュース」が設定され、項目「放送日時」に「○月○日　○○時○○分～○○時○○分
」が設定され、項目「チャンネル」に「９」が設定され、項目「内容」に「最新のスポー
ツ情報」が設定されている番組情報６０３が対応付けられている。また、嗜好情報「スポ
ーツ」の時間帯「５」および「６」には、項目「番組名」に「体操テレビ」が設定され、
項目「放送日時」に「○月○日　○○時○○分～○○時○○分」が設定され、項目「チャ
ンネル」に「１１」が設定され、項目「内容」に「健康のために」が設定されている番組
情報６０４が対応付けられている。
【００５１】
　たとえば、携帯電話検出部２０４が、携帯電話ＩＤ「ＩＤ０００１」を有する携帯電話
１３０を、０時台あるいは１時台に検出した場合、嗜好情報取得部２３２は、図５に示し
た嗜好情報のうち、「自動車」および「スポーツ」を取得する。そして、番組情報取得部
２３４は、図６に示した番組情報のうち、取得した嗜好情報に対応付けられている番組情
報６０１および６０３を取得する。さらに、番組情報通知部２３６は、取得した番組情報
６０１および６０３を、携帯電話検出部２０４が検出した携帯電話１３０のユーザへ通知
する。
【００５２】
　図７は、基地局１００による処理のフローの一例を示す。まず、携帯電話検出部２０４
が、通信エリア１０２内の携帯電話１３０を検出する（Ｓ７０２）。Ｓ７０２で、通信エ
リア１０２内の携帯電話１３０を検出できなかった場合（Ｓ７０２：Ｎｏ）、基地局１０
０は、処理をＳ７０２へ戻す。
【００５３】
　一方、通信エリア１０２内の携帯電話１３０を検出した場合（Ｓ７０２：Ｙｅｓ）、携
帯電話特定部２０６が、Ｓ７０２で検出した携帯電話１３０の識別情報を特定する（Ｓ７
０４）。つぎに、制御情報取得部２０８が、制御情報格納部２２２から、Ｓ７０４で特定
した識別情報に対応付けられている制御情報を取得する（Ｓ７０６）。
【００５４】
　つぎに、制御信号取得部２１４が、Ｓ７０６で取得した制御情報に対応付けられている
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１６が、Ｓ７０８で取得した制御信号を外部機器１４０へ送信することにより、外部機器
１４０を制御する（Ｓ７１０）。
【００５５】
　さらに、嗜好情報取得部２３２が、Ｓ７０４で特定した識別情報に対応付けられている
嗜好情報を嗜好情報格納部２２４から取得する（Ｓ７１２）。つぎに、番組情報取得部２
３４が、Ｓ７１２で取得した嗜好情報に対応付けられている番組情報を番組情報格納部２
２６から取得する（Ｓ７１４）。つぎに、番組情報通知部２３６が、Ｓ７１４で取得した
番組情報を、Ｓ７０２で検出した携帯電話１３０のユーザへ通知する（Ｓ７１６）。そし
て、基地局１００は、処理をＳ７０２へ戻す。
【００５６】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
ができることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の
技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００５７】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】実施形態に係る通信システム１０の一例を示す。
【図２】基地局１００の機能構成の一例を示す。
【図３】制御情報格納部２２２に格納されている制御情報の一例を示す。
【図４】制御信号格納部２１２に格納されている制御信号の一例を示す。
【図５】嗜好情報格納部２２４に格納されている嗜好情報の一例を示す。
【図６】番組情報格納部２２６に格納されている番組情報の一例を示す。
【図７】基地局１００による処理のフローの一例を示す。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　通信システム、２０　コアネットワーク、２２　マクロ基地局、２４　通信エリ
ア、２６　位置登録サーバ、３０　ＩＰネットワーク、１００　基地局、１０２　通信エ
リア、１２０　ＡＤＳＬモデム、１３０　携帯電話、１４０　外部機器、２０２　無線通
信部、２０４　携帯電話検出部、２０６　携帯電話特定部、２０８　制御情報取得部、２
１０　外部機器制御部、２１２　制御信号格納部、２１４　制御信号取得部、２１６　制
御信号送信部、２２２　制御情報格納部、２２４　嗜好情報格納部、２２６　番組情報格
納部、２３２　嗜好情報取得部、２３４　番組情報取得部、２３６　番組情報通知部、３
０１　制御情報、３０２　制御情報、３０３　制御情報、６０１　番組情報、６０２　番
組情報、６０３　番組情報、６０４　番組情報
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【図７】
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