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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信者端末の位置を示す位置情報に基づいて送信されるアラーム情報を受信者端末で受
信し、このアラーム情報に基づいて当該受信者端末が警告を出力する監視方法であって、
　前記発信者端末の所定の期間中における移動の状態を規定する規定条件を記憶手段に登
録する登録ステップと、
　一定時間毎に前記発信者端末の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得ステップと
、
　前記位置情報を取得したときの日時を示す日時情報を取得する日時情報取得ステップと
、
　前記記憶手段に登録された継続移動時間を規定する基準時間を読み出し、前記位置情報
を、取得した最新の日時情報から該規定条件に規定された期間分を遡って抽出し、該抽出
された前記位置情報同士を日時の順番に比較し、前記位置情報の変化を前記発信者端末の
移動の状態として確認する確認ステップと、
　前記確認ステップにおいて確認された前記発信者端末の移動の状態と前記記憶手段に登
録された移動の状態を規定する規定条件とを比較し、前記位置情報の変化の連続する継続
移動時間が前記規定条件に規定された基準時間以上の場合に、前記受信者端末へアラーム
情報を送信するアラーム通知ステップとを含む
ことを特徴とする監視方法。
【請求項２】
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　前記確認ステップは、
　前記記憶手段に登録された単位期間中に移動する距離を規定する規定条件を読み出し、
前記位置情報を、取得した最新の日時情報から該規定条件に規定された単位期間分を遡っ
て抽出し、該抽出された前記位置情報同士を日時の順番に比較し、先の前記位置情報が取
得されてから次の位置情報が取得されるまでの前記一定時間ごとの移動距離を夫々算出し
て単位期間中の移動距離を合計し、前記単位期間中の移動距離を前記発信者端末の移動の
状態として確認するステップであり、
　前記アラーム通知ステップは、
　前記確認ステップにおいて確認された前記発信者端末の移動の状態と前記記憶手段に登
録された移動の状態を規定する規定条件とを比較し、前記確認ステップで確認された単位
期間中の移動距離が前記規定条件に規定された基準距離以上の場合に、前記アラーム情報
を前記受信者端末へ送信するステップである
ことを特徴とする請求項１に記載の監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視対象となる人や物が異常な動きをした時に、その異常を監視者に知らせ
ることができる監視方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、子供の誘拐，迷子や高齢者（監視対象人物）の徘徊を監視するために、ＧＰＳ（
Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を有する携帯端末を子供や
高齢者に持たせて、この携帯端末から子供や高齢者の位置情報，及び移動速度情報を無線
により送信させる方法が行われている。
【０００３】
　この携帯端末から送信される各情報は、監視サーバで受信され、予め登録されている予
想行動範囲や移動速度と比較される。そして、携帯端末から送信された情報が示す内容が
、予め登録されている予想行動範囲や移動速度から逸脱した場合（例えば、子供が通学路
から大きく離れた場合，高齢者が夜中に時速６０ｋｍで移動している場合等）には、この
監視サーバから子供や高齢者の保護者に警告（例えば、監視サーバからの異常を知らせる
電話等）が通知される（特許文献１，２参照）。
【０００４】
　この場合には、監視対象人物の異常な行動を素早く把握できるため、誘拐，迷子や徘徊
などの事態に素早く対応することができる。
【特許文献１】特開２００４－２９７３５６号公報
【特許文献２】特開２００２－０２７５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の方法では、監視対象人物が異常な行動をしたとしても、予め登録
されている予想行動範囲内であって、移動速度が極端に早くない場合には、監視サーバか
ら保護者に警告が通知されることがなかった。例えば、老人が近所（予め登録されている
予想行動範囲）を歩いて（予め登録されている予想速度以下）長時間徘徊し続けた場合に
は警告が発せられることがなかった。
【０００６】
　また、上記の方法では、実際には観察対象人物が異常な行動をしていないのに、監視セ
ンターから保護者に警告が通知されてしまう場合もあった。例えば、子供が友人の家に遊
びに行くために通学路（予め登録されている予想行動範囲）から外れた場合には、誘拐や
迷子ではないのに保護者に警告が通知されてしまうという問題があった。
【０００７】
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　本発明は、このような問題を鑑みて案出されたものであり、その課題は、監視対象とな
る人や物が異常な動きをした時に、その人や物の移動速度や移動範囲によらずに、その異
常を判定して監視者に知らせることができる監視方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために案出された本発明による監視方法の第１の態様は、発信者端
末の位置を示す位置情報に基づいて送信されるアラーム情報を受信者端末で受信し、この
アラーム情報に基づいて当該受信者端末が警告を出力する監視方法であって、発信者端末
の所定の期間中における移動の状態を規定する規定条件を記憶手段に登録する登録ステッ
プと、一定時間毎に前記発信者端末の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得ステッ
プと、前記位置情報を取得したときの日時を示す日時情報を取得する日時情報取得ステッ
プと、前記位置情報が示す位置を前記日時情報による日時の順番に比較して、前記発信者
端末の移動の状態を確認する確認ステップと、前記確認ステップにおいて確認された前記
発信者端末の所定の期間中における移動の状態と前記記憶手段に登録された前記規定条件
とを比較し、前者が後者の条件を満たした場合に、受信者端末へアラーム情報を送信する
アラーム通知ステップとを含むことを特徴とする。
【０００９】
　このように構成された監視方法によると、受信者端末を所持する監視者は、登録ステッ
プにおいて、発信者端末を所持する被監視者の行動パターンに合わせて規定条件を登録す
ることができる。例えば、被監視者が老人である場合には、通常であれば長時間連続して
移動し続けることが少ないと考えられるため、監視者は、規定条件として「所定の期間移
動し続けた場合」等を登録し得る。また、被監視者が子供である場合には、通常であれば
一定期間中に極端に長い距離を移動することはないと考えられるため、監視者は、規定条
件として「所定の期間中に長い距離を移動した場合」等を登録し得る。
【００１０】
　そして、本発明による監視方法によると、発信者端末の移動の状況が上記のように登録
された規定条件を満たした場合には、受信者端末による警告の出力が行われることになる
。そのため、受信者端末を所持する監視者は、発信者端末を所持する被監視者の異常な行
動（規定条件を満たす行動）を素早く把握することができるようになる。
【００１１】
　なお、前記規定条件には、前記発信者端末が前記所定の期間中に移動し続ける場合が規
定されていてもよいし、前記アラーム通知ステップは、前記所定の期間中における移動の
状態から前記発信者端末が移動し続けているか否かを判定して、前記所定の期間中におい
て前記発信者端末が移動し続けていると判定した場合に、前記アラーム情報を前記受信者
端末へ送信するステップであってもよい。
【００１２】
　また、前記規定条件には、前記発信者端末が前記所定の期間中に移動する距離が規定さ
れていてもよいし、前記アラーム通知ステップは、前記所定の期間中における移動の状態
から前記発信者端末が移動した距離を算出し、この算出した距離と前記規定条件に規定さ
れた距離とを比較して、前者が後者を超えた場合に、前記アラーム情報を前記受信者端末
へ送信するステップであってもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、監視対象となる人や物が異常な動きをした時に
、その人や物の移動速度や移動範囲によらずに、その異常を判定して監視者に知らせるこ
とができる監視方法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】
【００１４】
　以下、図面に基づいて、本発明による実施の形態を、説明する。
【実施例１】
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【００１５】
　図１は、本発明の第１の実施例による監視システムのネットワーク構成を示す模式図で
ある。この図１に示されるように、第１の実施例による監視システムは、監視サーバ２と
、移動電話網及びインターネットを含むネットワークＮを介して監視サーバ２と接続可能
な多数（図１には一つのみ図示）の発信者端末１と、ネットワークＮを介して監視サーバ
２と接続可能な多数（図１には一つのみ図示）の受信者端末３と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ
　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）信号を送信する複数のＧＰＳ衛星４（図１に
は一つのみ図示）とから、構成されている。
【００１６】
　発信者端末１は、被監視者や被監視物に所持させるための端末であり、自端末の位置情
報や時刻情報を自動的に取得するとともに、これらの情報を自動的に監視サーバ２へ送る
ための端末である。そのため、発信者端末１は、コンパクトな形状に設計することができ
る。例えば、発信者端末１は、図１に示されるように、携帯電話を兼ねたものとすること
ができる。なお、発信者端末１は入力装置や表示装置を必要としないので、必ずしも携帯
電話を兼ねる必要はない。例えば、被監視物がペットである場合には発信者端末１をペッ
トの首輪に取り付けてもよい。また、被監視者が子供や老人である場合には、被監視者の
衣服に縫い付けてもよい。以下、この発信者端末１の内部構成について、図２を参照して
説明する。
【００１７】
　図２は、第１の実施例における発信者端末１の内部構成を示すブロック図である。この
図２に示されるように、発信者端末１は、ＧＰＳ信号を受信するための受信アンテナ１１
，受信したＧＰＳ信号に基づいて自端末の位置情報を取得する位置情報取得部１２，発信
者端末１の全体の制御を行う制御部１３，自端末の位置情報と時刻情報とを含む取得情報
を作成する送信部１４，取得情報を無線で送信するための送信アンテナ１５，及び、各部
に給電を行うバッテリー１６を、有している。なお、発信者端末１の制御部１３には、各
発信者端末１毎に独立した機種番号が登録されており、送信データが作成されるときには
、この機種番号を示す情報も組み込まれる。また、発信者端末１の具体的な動作は、後で
説明する。
【００１８】
　監視サーバ２は、ネットワークＮに接続する機能を有するコンピュータであり、監視サ
ービスを行う警備会社によって管理運営されている。以下、図１を参照して、その内部構
成を説明する。
【００１９】
　図１に示されるように、監視サーバ２は、その内部に、制御装置としてのＣＰＵ２１，
このＣＰＵ２１に実行されるプログラムを記憶したディスク装置２２（記憶手段に相当す
る）等のハードウェアを、備えている。
【００２０】
　ディスク装置２２が記憶するプログラムには、発信者端末１から送信された取得情報か
ら位置情報及び時刻情報を取得する処理を行わせる情報取得プログラム２２１，取得した
位置情報及び時刻情報に基づいて受信者端末３にアラーム情報を送信するか否かを判定す
る処理を行わせるアラーム判定プログラム２２２，アラームを受信者端末３へ発信する処
理を行わせるアラーム発信プログラム２２３が、含まれている。各プログラム２２１，２
２２，２２３の動作は、後で説明する。
【００２１】
　また、ディスク装置２２には、データベース２２４が格納されている。このデータベー
ス２２４には、図示されていないが、発信者端末１の機種番号毎の位置情報が登録される
位置情報テーブル２２４１，発信者端末１の機種番号毎におけるアラーム発信の条件が登
録されるアラーム発信情報テーブル２２４２（規定条件に相当する），及び、各発信者端
末１の機種番号毎にＯＮかＯＦＦかのフラグを設定可能なアラーム発信フラグ情報（詳細
は後述する）が、含まれている。なお、アラーム発信フラグ情報に設定されるフラグは、
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初期値はＯＦＦに設定されている。
【００２２】
　図３は、データベース２２４の位置情報テーブル２２４１のデータ構造を示す図面であ
る。この図３に示されるように、位置情報テーブル２２４１には、多数のフィールドから
なるレコードが多数登録されている。この位置情報テーブル２２４１のレコードを構成す
るフィールドには、図３に示されるように、発信者端末１の機種番号が登録される「機種
番号」フィールド，発信者端末１の位置情報が登録される「位置情報」フィールド，位置
情報を取得した日時が登録される「取得時間」フィールドが、含まれる。
【００２３】
　図４は、データベース２２４のアラーム発信情報テーブル２２４２のデータ構造を示す
図面である。この図４に示されるように、アラーム発信情報テーブル２２４２には、機種
番号，アラーム発信条件，発信先等の項目が設定されている。また、アラーム発信条件の
詳細項目として、継続移動時間，Ｔｏｔａｌ移動距離の項目が設定されている。また、継
続移動時間，Ｔｏｔａｌ移動距離の夫々の項目には、付加項目として、監視時刻，監視月
日，監視曜日の各項目が設定されている。そして、これらの各項目について具体値を登録
するためのレコードが、各機種番号に対応して多数形成されている。
【００２４】
　具体的には、アラーム発信情報テーブル２２４２の各レコードには、発信者端末１の機
種番号が登録される「機種番号」フィールド，その発信者端末１が連続的に移動し続けた
場合（以下、発信者端末１が連続的に移動し続ける時間のことを継続移動時間という）に
異常であると判定するために参照される基準時間が登録される「継続移動時間」フィール
ド，継続移動時間の監視を行う時刻が登録される「継続移動時間の監視時刻」フィールド
，継続移動時間の監視を行う月日が登録される「継続移動時間の監視月日」フィールド，
継続移動時間の監視を行う曜日が登録される「継続移動時間の監視曜日」フィールド，発
信者端末１が所定の単位期間中に移動する距離が異常であると判定するために参照される
基準距離及びその単位期間が登録される「Ｔｏｔａｌ移動距離」フィールド，Ｔｏｔａｌ
移動距離の監視を行う時刻が登録される「Ｔｏｔａｌ移動距離の監視時刻」フィールド，
Ｔｏｔａｌ移動距離の監視を行う月日が登録される「Ｔｏｔａｌ移動距離の監視月日」フ
ィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視を行う曜日が登録される「Ｔｏｔａｌ移動距離の監
視曜日」フィールド，監視者が保持する受信者端末３の連絡先が登録される「発信先」フ
ィールドが、含まれる。
【００２５】
　受信者端末３は、ネットワークＮに接続する機能を有し、監視サーバ２から送信されて
くるアラーム情報を受信可能な端末である。この受信者端末３は、表示装置と入力装置と
を備えており、監視サーバ２から送信されてくるアラーム情報に応じた画面を表示装置上
に表示することができる（図１５参照）。
【００２６】
（監視サービスへの登録）
　次に、本実施例による監視サービスへの登録の流れを説明する。
【００２７】
　監視者は、監視サーバ２による監視サービスを提供している警備会社に対して、被監視
者の監視を依頼する。このとき、監視者は、被監視者の行動パターンに応じて、継続移動
時間やＴｏｔａｌ移動距離等の具体的な内容，及び、監視者が有する受信者端末３への連
絡先を指定する（図４，１１参照）。
【００２８】
　監視者からの依頼を受けた警備会社は、被監視者に所持させるための発信者端末１を用
意し、その発信者端末１の機種番号に対応したアラーム発信情報テーブル２２４２のレコ
ードへ、依頼された内容を登録する（例えば、警備会社のオペレータが、監視サーバ２の
図示せぬ入力装置を操作して、上記依頼された内容をアラーム発信情報テーブル２２４２
のレコードへ登録する）。そして、警備会社は、この発信者端末１を監視者へ提供する（
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アラーム発信情報テーブル２２４２のレコードへ依頼された内容を登録する手順が、登録
ステップに相当する）。
【００２９】
　発信者端末１を受取った監視者は、この発信者端末１を被監視者に所持させる。
【００３０】
　このようにして、監視者は、被監視者を監視する監視サービスを受けることができるよ
うになる。なお、発信者端末１は、警備会社から監視者へ貸し出すようにしてもよいし、
監視者が警備会社から購入するようにしてもよい。また、受信者端末３は、監視者が個人
的に所有している携帯電話，コンピュータ等であってもよいし、警備会社から貸し出され
る端末であってもよい。
【００３１】
　以下、図５～図１０を参照して、発信者端末１，監視サーバ２，受信者端末３の動作を
説明する。なお、図５には、発信者端末１，監視サーバ２，受信者端末３の一連の動作を
示す説明図が記載されている。また、図６には発信者端末１の動作を示すフローチャート
が記載されており、図７～図９には監視サーバ２の動作を示すフローチャートが記載され
ており、図１０には受信者端末３の動作を示すフローチャートが記載されている。
【００３２】
（発信者端末１の動作）
　まず、図６のフローチャートを参照して、発信者端末１の動作を説明する。
【００３３】
　最初のＳ００１では、発信者端末１の位置情報取得部１２は、一定時間毎（例えば、１
０分毎）に、ＧＰＳ衛星４から送信されるＧＰＳ信号に基づいて、発信者端末１の現在位
置を示す位置情報を取得する（Ｓ００１が位置情報取得ステップに相当する）。
【００３４】
　次のＳ００２では、発信者端末１は、上記ＧＰＳ信号から日時を読み出し、その位置情
報取得日時を示す時刻情報を取得する。また、発信者端末１は、制御部１３から発信者端
末１の機種番号を読み出し、自らの機種番号を特定する。そして、発信者端末１の送信部
１４は、取得した位置情報，時刻情報，及び、機種番号を含む取得情報を作成し、この取
得情報をアンテナ１５から無線で監視サーバ２に送信して、このフローチャートによる処
理を終了する（Ｓ００２が日時情報取得ステップに相当する）。
【００３５】
（監視サーバ２の情報取得プログラム２２１による処理）
　監視サーバ２は、発信者端末１から取得情報を受信したときには、情報取得プログラム
２２１に従った処理を開始する。以下、図７のフローチャートを参照して、監視サーバ２
の情報取得プログラム２２１による処理を説明する。
【００３６】
　監視サーバ２は、発信者端末１から取得情報を受信したときには、その取得情報から発
信者端末１の機種番号，位置情報，及び、時刻情報を取り出し、これらの情報を、位置情
報テーブル２２４１の新規のレコードにおける機種番号フィールド，位置情報フィールド
，取得時間フィールドに登録し、このフローチャートによる処理を終了する。
【００３７】
（監視サーバ２のアラーム判定処理プログラム２２２による処理）
　続いて、監視サーバ２は、アラーム判定プログラム２２２による処理を開始する。以下
、図８のフローチャートを参照して、監視サーバ２のアラーム判定プログラム２２２に従
った処理を説明する。
【００３８】
　Ｓ２０１では、監視サーバ２は、受信した取得情報に対応した発信者端末１の機種番号
に基づいて、アラーム発信情報テーブル２２４２から対応した機種番号のレコードにおけ
る継続移動時間の監視時刻フィールド，継続移動時間の監視月日フィールド，継続移動時
間の監視曜日フィールドに登録された条件を読み出す。そして、各フィールドに登録され
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た条件と現在の日時とを比較して、現在の日時が各フィールドに登録された条件を満たし
ていると判定した場合には、位置情報テーブル２２４１におけるその機種番号に対応した
レコードを、最新のレコードから継続移動時間フィールドに登録された時間分遡って抽出
する。また、監視サーバ２は、継続移動時間の監視時刻フィールド，継続移動時間の監視
月日フィールド，継続移動時間の監視曜日フィールドに何も条件が登録されていない場合
にも、位置情報テーブル２２４１におけるその機種番号に対応したレコードを、最新のレ
コードから継続移動時間フィールドに登録された時間分遡って抽出する。
【００３９】
　そして、監視サーバ２は、抽出した各レコードの位置情報フィールドに登録された位置
情報同士を比較して位置情報の変化を確認し（位置情報の変化を確認することが確認ステ
ップに相当する）、発信者端末１の継続移動時間が継続移動時間フィールドに登録された
基準時間を超えているか否かを判定する。このとき、監視サーバ２は、発信者端末１の継
続移動時間が継続移動時間フィールドに登録された基準時間を超えていると判定した場合
には処理をＳ２０２へ進め、継続移動時間が継続移動時間フィールドに登録された基準時
間を超えていないと判定した場合には処理をＳ２０３へ進める。
【００４０】
　また、監視サーバ２は、現在の日時が継続移動時間の監視時刻フィールド，継続移動時
間の監視月日フィールド，継続移動時間の監視曜日フィールドに登録された条件を何れか
ひとつでも満たしていないと判定した場合には、処理をＳ２０３へ進める。
【００４１】
　Ｓ２０２では、監視サーバ２は、その発信者端末１に対応した機種番号に対するアラー
ム発信フラグ情報をＯＮに設定し、処理をＳ２０３へ進める。
【００４２】
　Ｓ２０３では、監視サーバ２は、発信者端末１から取得情報を受信したときに取得した
発信者端末１の機種番号に基づいて、アラーム発信情報テーブル２２４２の対応した機種
番号のレコードにおけるＴｏｔａｌ移動距離の監視時刻フィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離
の監視月日フィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視曜日フィールドを読み出して、各フィ
ールドに登録された条件と現在の日時と比較して、現在の日時が各フィールドに登録され
た条件を満たしていると判定した場合には、位置情報テーブル２２４１におけるその機種
番号に対応したレコードを、最新のレコードからＴｏｔａｌ移動距離フィールドに登録さ
れた単位時間分遡って抽出する。また、監視サーバ２は、Ｔｏｔａｌ移動距離の監視時刻
フィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視月日フィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視曜日
フィールドに何も条件が登録されていない場合にも、位置情報テーブル２２４１から、そ
の発信者端末１の機種番号に対応したレコードを、最新のレコードからＴｏｔａｌ移動距
離フィールドに登録された単位時間分遡って抽出する。
【００４３】
　そして、監視サーバ２は、抽出した位置情報テーブル２２４１のレコードの位置情報フ
ィールド及び取得時間フィールドを読み出して、先に登録されたレコードの位置情報フィ
ールドにおける位置情報とその次に登録されたレコードの位置情報フィールドにおける位
置情報とを順番に比較していき、先の位置情報が取得されてから次の位置情報が取得され
るまでの各期間における該発信者端末１の移動距離を、夫々算出する。そして、監視サー
バ２は、このようにして算出された各移動距離を足し合わせて、移動距離の合計値を算出
する。
【００４４】
　監視サーバ２は、このようにして算出された移動距離の合計値と、アラーム発信情報テ
ーブル２２４２の対応した機種番号のレコードにおけるＴｏｔａｌ移動距離フィールドに
登録された移動距離の条件とを比較して、前者が後者の条件を満たしていると判定した場
合には処理をＳ２０４へ進め、前者が後者の条件を満たしていないと判定した場合にはこ
のフローチャートによる処理を終了する。
【００４５】
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　また、監視サーバ２は、取得情報を受信した日時がＴｏｔａｌ移動距離の監視時刻フィ
ールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視月日フィールド，Ｔｏｔａｌ移動距離の監視曜日フィ
ールドに登録された条件を何れかひとつでも満たしていないと判定した場合には、このフ
ローチャートによる処理を終了する。
【００４６】
　Ｓ２０４では、監視サーバ２は、その発信者端末１に対応した機種番号に対するアラー
ム発信フラグ情報をＯＮに設定し、このフローチャートによる処理を終了する。
【００４７】
（監視サーバ２のアラーム発信プログラム２２３による処理）
　監視サーバ２は、アラーム判定処理プログラム２２２による処理が終了した時点で、ア
ラーム発信プログラム２２３による処理に従って、図９のフローチャートに示す処理を開
始する。
【００４８】
　監視サーバ２は、Ｓ３０１にて、発信者端末１の機種番号に対応したアラーム発信フラ
グ情報がＯＮになっているか否かをチェックする。
【００４９】
　そして、監視サーバ２は、アラーム発信フラグ情報がＯＮになっていると判定した場合
には、アラーム発信情報テーブル２２４２の対応した機種番号のレコードにおける発信先
フィールドに登録されている発信先に対して、アラーム発信フラグがＯＮになった理由（
継続移動時間を超えて移動し続けていることを示すメッセージ，Ｔｏｔａｌ移動距離が登
録された条件を超えていることを示すメッセージ等）と発信元端末１の最新の位置情報と
を含むアラーム信号を送信し（Ｓ３０２）、このフローチャートによる処理を終了する（
Ｓ２０１～Ｓ２０４，Ｓ３０１～Ｓ３０２がアラーム通知ステップに相当する）。
【００５０】
　また、監視サーバ２は、アラーム発信フラグがＯＦＦになっていると判定した場合には
、このフローチャートによる処理を終了する。
【００５１】
（受信者端末３の動作）
　以下、図１０のフローチャート参照して、受信者端末３が監視サーバ２から送信された
アラーム信号を受信したときの動作について、説明する。
【００５２】
　受信者端末３は、アラーム信号を受信したときには（Ｓ４０１）、自らの表示装置上に
アラーム信号に含まれる内容に応じた画面を表示する（Ｓ４０２）。例えば、図１５の画
面イメージに示されるように、アラーム信号に含まれるアラーム発信フラグがＯＮになっ
た理由と、発信者端末１の最新の位置情報とが、受信者端末３の表示装置上に表示される
。なお、図１５の画面イメージに示されるように、監視サーバ２から受信者端末３に送信
される情報には、発信者端末１の最新の位置の周辺の地図情報が含まれていてもよいし、
その地図情報上に発信者端末１の位置情報（最新の位置情報及び過去の位置情報）をマッ
ピングしたものが含まれていてもよいし、発信者端末１の位置情報及び取得時間の履歴が
含まれていてもよい。
【００５３】
（アラーム発信条件毎の具体例）
　以下、図１１を参照して、監視サーバ２の本実施例によるアラーム発信情報テーブル２
２４２に具体的なアラーム発信条件を登録したときの動作例について、説明する。
【００５４】
　例えば、図１１のアラーム発信情報テーブル２２４２の機種番号０００１のレコードに
おける継続移動時間フィールドには「３０分以上」が登録されており、継続移動時間の監
視時刻フィールドには「０：００～５：００」が登録されている。この場合には、機種番
号０００１の発信者端末１を所持している被監視者が、深夜（０：００～５：００）に３
０分以上移動し続けた場合には、監視サーバ２から監視者の受信者端末３へアラーム信号
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が送信される。そのため、機種番号０００１の発信者端末１を高齢者に所持させれば、こ
の高齢者の深夜の徘徊等を素早く確認することができる。
【００５５】
　また、図１１のアラーム発信情報テーブル２２４２の機種番号０００２のレコードにお
ける継続移動時間フィールドには「２時間以上」が登録されており、継続移動時間の監視
曜日フィールドには「土日」が登録されている。この場合には、機種番号０００２の発信
者端末１を所持している被監視者が、土日に２時間以上移動し続けた場合には、監視サー
バ２から監視者の受信者端末３へアラーム信号が送信される。そのため、機種番号０００
２の発信者端末１をクラブ活動を行う子供に所持させれば、この子供がクラブ活動で過度
の練習（２時間以上のランニング）を行っているかを確認することができる。
【００５６】
　また、図１１のアラーム発信情報テーブル２２４２の機種番号０００３のレコードにお
ける継続移動時間フィールドには「２４時間以上停止」が登録されている。この場合には
、機種番号０００３の発信者端末１を所持している被監視者が、２４時間以上動かなかっ
た場合には、監視サーバ２から監視者の受信者端末３へアラーム信号が送信される。その
ため、機種番号０００３の発信者端末１を子供に所持させておけば、この子供が誘拐され
監禁状態で２４時間以上動けない場合や失神状態で２４時間以上動かない場合等を早期に
発見できる。
【００５７】
　また、図１１のアラーム発信情報テーブル２２４２の機種番号０００４のレコードのＴ
ｏｔａｌ移動距離フィールドには「１０ｋｍ以上／５ｈ」が登録されている。この場合に
は、機種番号０００４の発信者端末１を所持している被監視者が、５時間以内に通算で１
０ｋｍ以上移動した場合には、監視サーバ２から監視者の受信者端末３へアラーム信号が
送信される。そのため、機種番号０００４の発信者端末１をペットに所持させれば、この
ペットが車などで連れ去れた場合等を早期に発見できる。
【００５８】
　また、図１１のアラーム発信情報テーブル２２４２の機種番号０００５のレコードのＴ
ｏｔａｌ移動距離フィールドには「１ｋｍ以下／２４ｈ」が登録されている。この場合に
は、機種番号０００５の発信者端末１を所持している被監視者が、２４時間以内に通算で
１ｋｍ以下しか移動していない場合には、監視サーバ２から監視者の受信者端末３へアラ
ーム信号が送信される。そのため、機種番号０００５の発信者端末１を子供に所持させれ
ば、子供が監禁されている場合等を早期に発見できる。なお、この場合に、監視者が子供
の所在を把握しているのにアラーム信号が送信された場合には、この子供が１日に極端に
動いていないことがわかるため、子供が運動不足であることがわかることになる。
【００５９】
　以上のように、本実施例によると、監視サーバ２は、発信者端末１の継続移動時間とＴ
ｏｔａｌ移動距離とに応じて受信者端末３にアラーム信号を送信することができるため、
被監視者の移動速度や行動範囲によらずに、監視者に異常を通知することができる。
【実施例２】
【００６０】
　本発明における第２の実施例では、第１の実施例と比較して、継続移動時間，Ｔｏｔａ
ｌ移動距離を算出可能な発信者端末１００を発信者端末１の代わりに用いる点と、この発
信者端末１００から受信者端末３へアラーム信号が直接送信される点と、監視サーバ２が
ない点とが、相違する。以下、本実施例における発信者端末１００について、図１２を参
照して説明する。
【００６１】
　図１２には、第２の実施例における発信者端末１００の内部構成を示すブロック図が示
されている。この図１２に示されるように、発信者端末１００は、ＧＰＳ信号を受信する
受信アンテナ１１１，受信したＧＰＳ信号に基づいて単位時間毎に位置情報を取得する位
置情報取得部１１２，発信者端末１００の全体の制御を行う制御部１１３，受信者端末３



(10) JP 4728156 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

へ送信するためのアラーム信号を作成するアラーム送信部１１４，アラーム信号を無線で
送信するための送信アンテナ１１５，及び、発信者端末１００の各部に給電を行うための
バッテリー１１６，発信者端末１００の動き（加速度）を検出可能なモーション情報取得
部１１７，及び、アラーム信号を送信するか否かを判定するアラーム判定部１１８を、有
している。
【００６２】
　モーション情報取得部１１７は、３軸加速度センサを有しており、発信者端末１００の
動きに伴う加速度を、直交する３軸方向の夫々で別々に検出することができる。なお、こ
の３軸加速度センサによって検出された加速度を積分すれば移動速度が算出でき、さらに
もう一度積分すれば移動距離が算出できる。そのため、仮に、発信者端末１００がＧＰＳ
信号を受信できない場合（例えば、トンネルの中等）であっても、この３軸加速度センサ
によって検出される加速度を利用すれば、ＧＰＳ信号を最後に受信した位置からの移動距
離を３軸方向の夫々に算出できるため、その時点での実際の位置に対応した位置情報を算
出することができる。
【００６３】
　アラーム判定部１１８は、第１の実施例における監視サーバ２のデータベース２２４と
同様なデータ構造のデータベース３２４を有している。なお、この実施例では、データベ
ース３２４のアラーム発信情報テーブル３２４２のレコードに予め登録される情報（継続
移動時間及びＴｏｔａｌ移動距離等の条件）は、例えば、受信者端末３から無線などでア
ップロードすることが可能となっている。また、アラーム判定部１１８は、位置情報取得
部１１２によって取得される位置情報とＧＰＳ信号から取得される取得時間とに従って、
データベース３２４の位置情報テーブル３２４１の位置情報フィールド，及び取得時間フ
ィールドへ発信者端末１００の位置情報及び取得時間の登録を行う機能を有している。な
お、アラーム判定部１１８は、発信者端末１００がＧＰＳ信号を受信できないときには、
上述のようにモーション情報取得部１１７によって取得できる位置情報をデータベース３
２４の位置情報テーブル３２４１の位置情報フィールド，及び取得時間フィールドへ登録
するように構成されていてもよい。
【００６４】
　また、アラーム判定部１１８は、第１の実施例の監視サーバ２におけるアラーム判定プ
ログラム２２２による処理と同様な処理を行い、データベース３２４のアラーム発信情報
テーブル３２４２のレコードに予め登録されている継続移動時間及びＴｏｔａｌ移動距離
の条件等を発信者端末１００が満たしているか否かを判定する機能を有している。
【００６５】
　そして、継続移動時間及びＴｏｔａｌ移動距離等の条件を発信者端末１００が満たした
とアラーム判定部１１８が判定した場合には、第１の実施例におけるアラーム信号と同様
なアラーム信号がアラーム送信部１１４で作成され、アンテナ１１５から無線で監視者の
受信者端末３へ直接送信される。
【００６６】
　そのため、本実施例によると、監視者は、監視システムに監視サーバ２が含まれていな
くても、発信者端末１００から発信されるアラーム信号を受信者端末３によって受信でき
るため、被監視者の異常な移動や動きを知ることができるようになる。
【００６７】
　なお、本実施例では、モーション情報取得部１１７によって発信者端末１００の動きを
検出することができるため、被監視者の動作の状態の確認を行うことができる（例えば、
被監視者が監禁や失神のため全く動くことができない場合には、発信者端末１００の加速
度が全く変化しない状態が長時間続く。また、被監視者が激しい運動をしている場合には
、発信者端末１００の加速度が頻繁に変わる）。そのため、アラーム信号を送信するため
の判定の条件として、モーション情報取得部１１７によって取得される情報を用いるよう
にしてもよい。
【実施例３】
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【００６８】
　本発明における第３の実施例では、人気のある商品は陳列棚から何度も手にとられて動
かされることが多いことに着目して、陳列される商品６０に発信者端末１と同様の機能を
有するＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）７
０（以下、ＲＦタグ７０という）を取り付けたことを特徴としている。また、この第３の
実施例では、第１の実施例と比較して、ＧＰＳ衛星４からのＧＰＳ信号による位置測定の
方法に代えて、多数のアンテナ５０から発信される電波の電界強度を比較して３点測量の
原理によって位置を特定する方法を採用している。また、受信者端末３は、商品６０を販
売する店舗の販売店員が、所持することになる。
【００６９】
　図１３は、第３の実施例での位置測定の原理を示す説明図である。この図１３に示され
るように、複数の商品６０（図１３では１つのみ例示）に、ＲＦタグ７０が取り付けられ
ており、該商品６０の上方には電波を発信するアンテナ５０が複数設けられている。
【００７０】
　このアンテナ５０は、夫々別々の識別番号を有しており、夫々のアンテナ５０からその
識別番号の情報を含む電波が発信されている。そのため、ＲＦタグ７０は、各アンテナ５
０から発信される電波を区別することができるため、少なくとも３箇所のアンテナ５０か
ら発信された電波の受信強度を比較することによって、３点測量の原理によって自らの位
置を特定することができる。そのため、第３の実施例でも第１の実施例と同様に、ＲＦタ
グ７０の移動の状況に応じて、監視サーバ２から受信者端末３へアラーム信号を送信する
ことができる。
【００７１】
　図１４は、第３の実施例におけるアラーム発信情報テーブル２２４３のデータ構成を示
している。この図１４に示されるように、アラーム発信情報テーブル２２４３の機種番号
０００１のレコードのＴｏｔａｌ移動距離フィールドには、「１００ｍ以上／２４ｈ」が
登録されている。この場合には、商品６０が１日のうちに何度も手に取られて、トータル
で１００ｍ以上動かされた場合に、アラーム信号が受信者端末３へ通知される。よって、
この場合には、販売店舗の店員は、機種番号０００１のＲＦタグ７０が取り付けられた商
品６０が頻繁に動かされていることが分かるため、販売棚から商品６０が品切れしないよ
うに早めに補充することができる。また、販売店舗の店員は、アラーム信号が通知された
場合にはその商品の注目度が高いことがわかるため、次回の商品の発注時にアラーム信号
が通知された商品を多めに発注することができる。
【００７２】
　なお、上記の第１の実施例や第２の実施例では、ＧＰＳ信号に基づいて位置情報を取得
していたが、位置情報を取得する方法はこれに限られる必要はない。例えば、位置情報を
取得する方法として、ＰＨＳの基地局から発信される電波に基づいて位置情報を取得する
方法を採用してもよい。
【００７３】
　また、第３の実施例では、ＲＦタグ７０自体が位置情報を算出していたが、ＲＦタグ７
０から発せられる電波の電界強度をアンテナ５０によって測定して、サーバ装置２側でＲ
Ｆタグ７０の位置を特定するようにしてもよい。具体的には、少なくとも３箇所のアンテ
ナ５０によってＲＦタグ７０から発せられる電波を受信し、そのとき受信した電波の電界
強度を各アンテナ５０毎に測定して、その電界強度に従って３点測量の原理に基づいて監
視サーバ２側で位置情報を算出するようにしてもよい。この場合には、ＲＦタグ７０に位
置測定を行うための構成を設ける必要がなくなるため、ＲＦタグ７０の構成を簡略化でき
るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】第１の実施例としての監視システムのネットワーク構成を示す模式図
【図２】第１の実施例による発信者端末のブロック図
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【図３】位置情報テーブルのデータ構造を示す説明図
【図４】アラーム発信情報テーブルのデータ構造を示す説明図
【図５】第１の実施例における一連の動作を示す説明図
【図６】発信者端末の動作を示すフローチャート
【図７】情報取得プログラムによる動作を示すフローチャート
【図８】アラーム判定処理プログラムによる動作を示すフローチャート
【図９】アラーム発信処理プログラムによる動作を示すフローチャート
【図１０】受信者端末の動作を示すフローチャート
【図１１】アラーム発信情報テーブルの登録内容の例を示す説明図
【図１２】第２の実施例による発信者端末のブロック図
【図１３】第３の実施例のシステム構成を示す
【図１４】第３の実施例での位置測定の原理を示す説明図
【図１５】受信者端末の表示装置に示される画面イメージの説明図
【符号の説明】
【００７５】
１　　　　　　　　　発信者端末
２　　　　　　　　　監視サーバ
３　　　　　　　　　受信者端末
４　　　　　　　　　ＧＰＳ衛星
１２，１１２　　　　位置情報取得部
１３，１１３　　　　制御部
１４　　　　　　　　送信部
２１　　　　　　　　ＣＰＵ
２２　　　　　　　　ディスク装置
２２１　　　　　　　情報取得プログラム
２２２　　　　　　　アラーム判定プログラム
２２３　　　　　　　アラーム発信プログラム
２２４　　　　　　　データベース
２２４１　　　　　　位置情報テーブル
２２４２　　　　　　アラーム発信情報テーブル
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