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(57)【要約】
【課題】例えば、家庭内に無線ルータを配置する場合に
、受信電波強度がより強くなる位置に配置することを支
援する仕組みの提供が望まれていた。
【解決手段】通信装置の受信電波強度を通信装置から受
信する電波強度受信部と、通信装置の位置を示す位置情
報を取得する位置情報取得部と、位置情報が示す位置に
おける受信電波強度の期待値を取得する期待値取得部と
、電波強度受信部が受信した受信電波強度と、期待値取
得部が取得した期待値とを比較する電波強度比較部と、
電波強度比較部による比較結果に基づく報知情報を通信
装置及び通信装置に対して予め登録された通信端末の少
なくともいずれかに送信する報知情報送信部とを備える
電波状況報知装置を提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置の受信電波強度を前記通信装置から受信する電波強度受信部と、
　前記通信装置の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報が示す位置における受信電波強度の期待値を取得する期待値取得部と、
　前記電波強度受信部が受信した前記受信電波強度と、前記期待値取得部が取得した前記
期待値とを比較する電波強度比較部と、
　前記電波強度比較部による比較結果に基づく報知情報を前記通信装置及び前記通信装置
に対して予め登録された通信端末の少なくともいずれかに送信する報知情報送信部と
　を備える電波状況報知装置。
【請求項２】
　前記報知情報送信部は、前記受信電波強度と前記期待値との相違を示す前記報知情報を
送信する、請求項１に記載の電波状況報知装置。
【請求項３】
　前記期待値取得部は、地図上の複数の地点に対して前記複数の地点のそれぞれの受信電
波強度の期待値が対応付けられた地図データから、前記位置情報取得部が取得した前記位
置情報が示す位置に対応する受信電波強度の期待値を取得する、請求項１又は２に記載の
電波状況報知装置。
【請求項４】
　前記報知情報送信部は、前記受信電波強度が前記期待値よりも小さい場合に、前記地図
データに基づいて生成された前記通信装置の配置に関する配置関連情報を含む前記報知情
報を送信する、請求項３に記載の電波状況報知装置。
【請求項５】
　コンピュータを、請求項１から４のいずれか一項に記載の電波状況報知装置として機能
させるためのプログラム。
【請求項６】
　通信装置であって、
　受信電波強度を取得する電波強度取得部と、
　前記通信装置の位置における受信電波強度の期待値を取得する期待値取得部と、
　前記電波強度取得部が取得した受信電波強度及び前記期待値取得部が取得した期待値に
基づく報知処理を実行する報知処理実行部と
　を備える通信装置。
【請求項７】
　前記報知処理実行部は、前記電波強度取得部が取得した受信電波強度及び前記期待値取
得部が取得した期待値を報知する、請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記報知処理実行部は、前記電波強度取得部が取得した受信電波強度と前記期待値取得
部が取得した期待値との相違を報知する、請求項６又は７に記載の通信装置。
【請求項９】
　地図上の複数の地点に対して前記複数の地点のそれぞれの受信電波強度の期待値が対応
付けられた地図データを受信する地図データ受信部
　をさらに備え、
　前記報知処理実行部は、前記受信電波強度が前記期待値よりも小さい場合に、前記地図
データに基づいて生成された前記通信装置の配置に関する配置関連情報を報知する報知処
理を実行する、請求項６から８のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　コンピュータを、請求項６から９のいずれか一項に記載の通信装置として機能させるた
めのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電波状況報知装置、通信装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電波の受信強度を弱、中、強のレベル別に取得するモバイルルータが知られている（例
えば、特許文献１）。
　［先行技術文献］
　［特許文献］
　［特許文献１］特開２０１０－２２６６６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、家庭内に無線ルータを配置する場合等に、受信電波強度がより強くなる位置に
配置することを支援するシステムの提供が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様によれば、通信装置の受信電波強度を通信装置から受信する電波強
度受信部と、通信装置の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、位置情報が示
す位置における受信電波強度の期待値を取得する期待値取得部と、電波強度受信部が受信
した受信電波強度と、期待値取得部が取得した期待値とを比較する電波強度比較部と、電
波強度比較部による比較結果に基づく報知情報を通信装置及び通信装置に対して予め登録
された通信端末の少なくともいずれかに送信する報知情報送信部とを備える電波状況報知
装置が提供される。
【０００５】
　上記電波状況報知装置において、報知情報送信部は、受信電波強度と期待値との相違を
示す報知情報を送信してよい。上記電波状況報知装置において、期待値取得部は、地図上
の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれの受信電波強度の期待値が対応付けられた地
図データから、位置情報取得部が取得した位置情報が示す位置に対応する受信電波強度の
期待値を取得してよい。上記電波状況報知装置において、報知情報送信部は、受信電波強
度が期待値よりも小さい場合に、地図データに基づいて生成された通信装置の配置に関す
る配置関連情報を含む報知情報を送信してよい。
【０００６】
　本発明の第２の態様によれば、コンピュータを、上記電波状況報知装置として機能させ
るためのプログラムが提供される。
【０００７】
　本発明の第３の態様によれば、通信装置であって、受信電波強度を取得する電波強度取
得部と、通信装置の位置における受信電波強度の期待値を取得する期待値取得部と、電波
強度取得部が取得した受信電波強度及び期待値取得部が取得した期待値に基づく報知処理
を実行する報知処理実行部とを備える通信装置が提供される。
【０００８】
　上記通信装置において、報知処理実行部は、電波強度取得部が取得した受信電波強度及
び期待値取得部が取得した期待値を報知してよい。上記通信装置において、報知処理実行
部は、電波強度取得部が取得した受信電波強度と期待値取得部が取得した期待値との相違
を報知してよい。上記通信装置は、地図上の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれの
受信電波強度の期待値が対応付けられた地図データを受信する地図データ受信部をさらに
備えてよく、報知処理実行部は、受信電波強度が期待値よりも小さい場合に、地図データ
に基づいて生成された通信装置の配置に関する配置関連情報を報知する報知処理を実行し
てよい。
【０００９】
　本発明の第４の態様によれば、コンピュータを、上記通信装置として機能させるための
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プログラムが提供される。
【００１０】
　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い。また
、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。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電波状況報知システムの通信環境の一例を概略的に示す。
【図２】無線ルータ及び期待値管理装置の機能構成の一例を概略的に示す。
【図３】期待値管理装置による処理の流れの一例を概略的に示す。
【図４】通信端末及び期待値管理装置の機能構成の一例を概略的に示す。
【図５】無線ルータ及び期待値管理装置の機能構成の他の一例を概略的に示す。
【図６】無線ルータによる処理の流れの一例を概略的に示す。
【図７】通信端末及び期待値管理装置の機能構成の他の一例を概略的に示す。
【図８】無線ルータの外観の一例を概略的に示す。
【図９】通信端末の表示例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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。
【００１３】
　図１は、電波状況報知システム１００の通信環境の一例を概略的に示す。電波状況報知
システム１００は、無線ルータ２００、期待値管理装置３００、ネットワーク１０、無線
基地局２０及び契約情報管理装置３０を含んでよい。無線ルータ２００は持ち運び可能で
あってよく、例えば、家庭内及びオフィス内等に配置される。無線ルータ２００は、通信
装置の一例であってよい。期待値管理装置３００は、電波状況報知装置の一例であってよ
い。
【００１４】
　無線ルータ２００は、第１の無線通信方式で無線基地局２０と通信する。第１の無線通
信方式は、例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）である。また、
第１の無線通信方式は、第３世代移動通信方式（３Ｇ）、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅ
ｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）及びモバイルＷｉＭＡＸのいず
れかであってもよい。
【００１５】
　また、無線ルータ２００は、第２の無線通信方式で通信端末４００と通信する。第２の
無線通信方式は、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）である。第２の無線通信方式は、Ｗｉ
－Ｆｉ以外の無線ＬＡＮであってもよく、また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近
距離無線通信方式であってもよい。
【００１６】
　通信端末４００は、無線ルータ２００と通信可能な機器であり、例えば、スマートフォ
ン等の携帯電話、タブレット端末及びＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等で
ある。通信端末４００は、無線基地局２０と第１の無線通信方式で通信してよい。
【００１７】
　無線ルータ２００は、無線基地局２０及びネットワーク１０を介して、契約情報管理装
置３０及び期待値管理装置３００等と通信してよい。ネットワーク１０は、電話網及びイ
ンターネットを含んでよい。
【００１８】
　契約情報管理装置３０は、無線ルータ２００の契約情報を管理する。契約情報は、無線
ルータ２００について電気通信事業者と契約を結んだ契約者５０の契約者名及び住所等を
含んでよい。契約情報管理装置３０は、例えば、無線ルータ２００を識別するルータ識別
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情報と、無線ルータ２００の契約情報とを対応付けて管理する。
【００１９】
　期待値管理装置３００は、複数の地点における受信電波強度の期待値を管理する。期待
値管理装置３００は、例えば、地図上の複数の地点に対して、複数の地点のそれぞれの受
信電波強度の期待値が対応付けられた地図データを参照して、指定された位置における受
信電波強度の期待値を取得する。地図データは、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって生成及び管理されてよい。
【００２０】
　ＧＩＳは、３次元地図情報と、電波状況に関連する情報とを有してよい。電波状況に関
連する情報は、例えば、無線基地局２０の電波出力及びアンテナタイプ、無線基地局２０
の無線カバーエリア、複数の地点における受信電波強度の実測データ、複数の地点におけ
る接続率データ並びに無線基地局２０の追加情報及び撤去情報等を含む。ＧＩＳは、３次
元地図情報及び電波状況に関連する情報に基づいて、地図上の複数の地点に対して、複数
の地点のそれぞれの受信電波強度の期待値が対応付けられた地図データを生成及び管理し
てよい。ＧＩＳは期待値管理装置３００が有してよい。また、ＧＩＳは他の装置が有して
よく、期待値管理装置３００は他の装置が有するＧＩＳから各種データを受信してもよい
。
【００２１】
　本実施形態に係る無線ルータ２００は、無線基地局２０から受信する電波の受信電波強
度と、無線ルータ２００の位置における受信電波強度の期待値とに基づく報知処理を実行
してよい。無線基地局２０から受信する電波の受信電波強度は、通信を確立している無線
基地局２０から受信する電波の受信電波強度であってよい。
【００２２】
　無線ルータ２００は、例えば、測定した受信電波強度と、期待値管理装置３００から受
信した期待値とを併せて報知する。これにより、契約者５０等に対して、現在の受信電波
強度及び期待値の両方を知得させることができる。
【００２３】
　無線ルータ２００が測定した受信電波強度を報知することによって、契約者５０等は、
より受信電波強度が強くなる配置を模索することができる。契約者５０は、ある程度の受
信電波強度が得られる配置を発見した場合に、その場所に無線ルータ２００を配置するこ
とになるが、さらに受信電波強度が強くなる位置があったとしても、契約者５０はそのこ
とに気づくことができない。したがって、例えば、家庭内等において、より受信電波強度
が強くより高い通信品質で通信できる配置があるにもかかわらず、そのことに気付けない
ことによって、当該高い通信品質での通信を実現できなくなる場合がある。
【００２４】
　複数の無線ルータ２００が、最適な受信電波強度を得られる位置に配置されないことに
よって、複数の無線ルータ２００の通信品質が低下することになる。同じデータを受信す
る場合であっても、通信品質が良い場合に比べて通信品質が悪い場合、通信時間がより多
くかかってしまう。すなわち、複数の無線ルータ２００の通信品質が低下すると、複数の
無線ルータ２００が通信帯域を占有する時間が長くなることから、全体的な通信効率が低
下してしまう。
【００２５】
　これに対して、本実施形態に係る無線ルータ２００によれば、無線ルータ２００の位置
における受信電波強度の期待値が報知される。これにより、契約者５０等は、例えば、受
信電波強度が期待値よりも弱い場合に、無線ルータ２００を移動させることによって受信
電波強度が向上する可能性があることを知得できる。また、例えば、契約者５０は、受信
電波強度が期待値に匹敵している場合に、無線ルータ２００が適切な位置に配置されてい
ることを知得できる。このように、契約者５０等に対して期待値を報知することによって
、無線ルータ２００がより強い受信電波強度を得られる場所に配置される可能性を向上さ
せることができ、全体的な通信効率の向上に貢献することができる。



(6) JP 2015-142262 A 2015.8.3

10

20

30

40

50

【００２６】
　無線ルータ２００は、測定した受信電波強度と受信した期待値との相違を報知してもよ
い。例えば、無線ルータ２００は、期待値に対する受信電波強度の割合を報知する。また
、例えば、無線ルータ２００は、期待値と受信電波強度との差を報知する。これにより、
受信電波強度が期待値に対してどの程度低いのか等の状況を契約者５０に知得させること
ができる。
【００２７】
　また、本実施形態に係る無線ルータ２００は、期待値管理装置３００から受信した報知
情報に従って報知処理を実行してもよい。例えば、期待値管理装置３００が、無線ルータ
２００から受信した無線ルータ２００の受信電波強度と、無線ルータ２００の位置情報が
示す位置における受信電波強度の期待値とを比較した比較結果に基づく報知情報を無線ル
ータ２００に送信する。そして、無線ルータ２００が、期待値管理装置３００から受信し
た報知情報に従って、受信電波強度及び期待値を併せて報知したり、受信電波強度と期待
値との相違を報知したりする。これにより、現在の受信電波強度が期待値に匹敵している
のか及び現在の受信電波強度が期待値に対してどの程度低いのか等の状況を契約者５０に
知得させることができる。
【００２８】
　期待値管理装置３００は、無線ルータ２００の位置情報を、無線ルータ２００から受信
してよい。例えば、無線ルータ２００がＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を有する場合、期待値管理装置３００は、無線ルータ２００の位置
情報として、ＧＰＳデータを無線ルータ２００から受信してよい。
【００２９】
　また、期待値管理装置３００は、契約情報管理装置３０が管理する無線ルータ２００の
契約情報から、無線ルータ２００の位置情報を取得してもよい。例えば、期待値管理装置
３００は、まず、無線ルータ２００からルータ識別情報を受信する。次に、期待値管理装
置３００は、受信したルータ識別情報に対応する契約情報を契約情報管理装置３０から受
信する。そして、期待値管理装置３００は、契約情報に含まれる住所を、無線ルータ２０
０の位置情報として取得する。
【００３０】
　また、期待値管理装置３００は、無線ルータ２００が通信を確立している無線基地局２
０がカバーする無線カバーエリアを、無線ルータ２００の位置情報として取得してもよい
。例えば、期待値管理装置３００は、まず、無線ルータ２００から、無線ルータ２００が
通信を確立している無線基地局２０を識別する基地局識別情報を受信する。次に、期待値
管理装置３００は、受信した基地局識別情報によって識別される無線基地局２０の無線カ
バーエリアをＧＩＳ等から取得する。そして、取得した無線カバーエリアを、無線ルータ
２００の位置情報として取得する。なお、期待値管理装置３００は、基地局識別情報によ
って識別される無線基地局２０から、当該無線基地局２０が推定した無線ルータ２００の
位置情報を受信してもよい。
【００３１】
　また、期待値管理装置３００は、無線ルータ２００が通信を確立している無線基地局２
０の基地局識別情報と、契約情報管理装置３０から受信した契約情報とに基づいて、無線
ルータ２００の位置情報を取得してもよい。例えば、期待値管理装置３００は、契約情報
に含まれる住所が、基地局識別情報によって識別される無線基地局２０がカバーする無線
カバーエリア内にある場合に、当該住所を無線ルータ２００の位置情報として取得する。
また、期待値管理装置３００は、契約情報に含まれる住所が、基地局識別情報によって識
別される無線基地局２０がカバーする無線カバーエリア内にない場合、住所を無線ルータ
２００の位置情報とはせずに、無線基地局２０がカバーする無線カバーエリアを位置情報
として取得する。
【００３２】
　これにより、契約情報に含まれる住所に無線ルータ２００が配置されている蓋然性が高
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い場合、当該住所を位置情報として取得できる。また、無線ルータ２００が契約情報に含
まれる住所に配置されていない場合に、当該住所を無線ルータ２００の位置情報として取
得してしまうことを防止できる。
【００３３】
　期待値管理装置３００は、報知情報を、無線ルータ２００に対して予め登録された通信
端末４００に送信してもよい。無線ルータ２００に対して予め登録された通信端末４００
は、例えば、契約者５０が使用するスマートフォン等である。通信端末４００は、期待値
管理装置３００から受信した報知情報に従って、報知処理を実行してよい。これにより、
無線ルータ２００の現在の受信電波強度が期待値に匹敵しているのか及び現在の受信電波
強度が期待値に対してどの程度低いのか等の状況を通信端末４００経由で契約者５０に知
得させることができる。
【００３４】
　図２は、無線ルータ２００及び期待値管理装置３００の機能構成の一例を概略的に示す
。無線ルータ２００は、ルータ情報送信部２２２、電波強度送信部２２４、報知情報受信
部２３２、報知処理実行部２３４及び指示受付部２７０を備える。期待値管理装置３００
は、ルータ情報受信部３０２、位置情報取得部３０４、契約情報取得部３０６、期待値取
得部３０８、地図データ参照部３１０、電波強度受信部３１２、電波強度比較部３１４及
び報知情報送信部３１６を備える。なお、無線ルータ２００及び期待値管理装置３００が
これらのすべての構成を備えることは必須とは限らない。
【００３５】
　ルータ情報送信部２２２は、無線ルータ２００のルータ情報を期待値管理装置３００に
送信する。ルータ情報は、無線ルータ２００のルータ識別情報を含んでよい。また、ルー
タ情報は、無線ルータ２００のＧＰＳデータを含んでもよい。また、ルータ情報は、無線
ルータ２００が通信を確立している無線基地局２０を識別する基地局識別情報を含んでも
よい。
【００３６】
　電波強度送信部２２４は、無線ルータ２００の受信電波強度を期待値管理装置３００に
送信する。電波強度送信部２２４は、第１無線通信方式における受信電波強度を測定して
、測定した受信電波強度を送信してよい。電波強度送信部２２４は、例えば、受信電波強
度として、無線基地局２０から受信した電波のＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を測定する。
【００３７】
　ルータ情報受信部３０２は、ルータ情報送信部２２２が送信したルータ情報を受信する
。位置情報取得部３０４は、無線ルータ２００の位置を示す位置情報を取得する。位置情
報取得部３０４は、ルータ情報に無線ルータ２００のＧＰＳデータが含まれている場合、
当該ＧＰＳデータを無線ルータ２００の位置情報として取得してよい。
【００３８】
　また、位置情報取得部３０４は、ルータ情報に含まれるルータ識別情報を用いて、無線
ルータ２００の位置情報を取得してもよい。例えば、位置情報取得部３０４は、ルータ識
別情報を契約情報取得部３０６に送信する。契約情報取得部３０６は、ルータ識別情報に
対応する契約情報を契約情報管理装置３０から受信する。そして、位置情報取得部３０４
は、契約情報取得部３０６が取得した契約情報に含まれる住所を無線ルータ２００の位置
情報として取得する。
【００３９】
　位置情報取得部３０４は、契約情報取得部３０６が取得した契約情報と、ルータ情報に
含まれる基地局識別情報とに基づいて、無線ルータ２００の位置情報を取得してもよい。
例えば、位置情報取得部３０４は、契約情報に含まれる住所が、基地局識別情報によって
識別される無線基地局２０がカバーする無線カバーエリア内にある場合に、当該住所を無
線ルータ２００の位置情報として取得する。また、位置情報取得部３０４は、契約情報に
含まれる住所が、基地局識別情報によって識別される無線基地局２０がカバーする無線カ
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バーエリア内にない場合、当該住所を無線ルータ２００の位置情報とはせずに、無線基地
局２０がカバーする無線カバーエリアを位置情報として取得する。
【００４０】
　期待値取得部３０８は、位置情報取得部３０４が取得した位置情報が示す位置における
受信電波強度の期待値を取得する。期待値取得部３０８は、例えば、位置情報取得部３０
４が取得した位置情報を地図データ参照部３１０に送信する。そして、期待値取得部３０
８は、地図データ参照部３１０が地図上の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれの受
信電波強度の期待値が対応付けられた地図データを参照して取得した、当該位置情報が示
す位置に対応する受信電波強度の期待値を、地図データ参照部３１０から受信する。
【００４１】
　電波強度受信部３１２は、電波強度送信部２２４が送信した受信電波強度を受信する。
電波強度比較部３１４は、期待値取得部３０８が取得した期待値と、電波強度受信部３１
２が受信した受信電波強度とを比較する。
【００４２】
　報知情報送信部３１６は、電波強度比較部３１４による比較結果に基づく報知情報を無
線ルータ２００に送信する。報知情報送信部３１６は、例えば、受信電波強度と期待値と
の相違を示す報知情報を無線ルータ２００に送信する。報知情報送信部３１６は、報知情
報を無線ルータ２００に対して予め登録された通信端末４００に対して送信してもよい。
【００４３】
　報知情報送信部３１６は、地図データ参照部３１０が参照する地図データに基づいて生
成された無線ルータ２００の配置に関する配置関連情報を含む報知情報を無線ルータ２０
０に送信してもよい。
【００４４】
　例えば、報知情報送信部３１６は、地図上の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれ
の受信電波強度の期待値が対応付けられた地図データから、無線ルータ２００の位置情報
が示す位置の周囲の地点の期待値を取得する。そして、報知情報送信部３１６は、無線ル
ータ２００の位置情報が示す位置から、より期待値が高い地点への方角に無線ルータ２０
０を配置することを推奨する配置関連情報を含む報知情報を無線ルータ２００に送信する
。
【００４５】
　例えば、無線ルータ２００の位置情報が示す位置の周囲の複数の地点のうち、無線ルー
タ２００の位置情報が示す位置の東側の地点の期待値が他の方角よりも高い場合、東側に
無線ルータ２００を移動させることを推奨する配置関連情報を含む報知情報を無線ルータ
２００に送信する。これにより、無線ルータ２００の受信電波強度が向上する可能性が高
い方角を、契約者５０等に知得させることができる。
【００４６】
　報知情報受信部２３２は、報知情報送信部３１６が送信した報知情報を受信する。報知
処理実行部２３４は、報知情報受信部２３２が受信した報知情報に基づく報知処理を実行
する。
【００４７】
　指示受付部２７０は、報知情報の受信指示を受け付けてよい。指示受付部２７０は、報
知情報の受信指示を受け付けた場合、ルータ情報送信部２２２にルータ情報を送信させ、
電波強度送信部２２４に電波強度を送信させてよい。これにより、期待値管理装置３００
から報知情報を受信することができる。
【００４８】
　図３は、期待値管理装置３００による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、無
線ルータ２００からのデータ送信を待ち受けている状態から、報知情報を無線ルータ２０
０に送信するまでの処理の流れを概略的に説明する。図３に示す各処理は、期待値管理装
置３００が備える制御部が主体となって実行されてよい。
【００４９】
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　ステップ３０２（ステップをＳと省略して記載する場合がある。）では、ルータ情報受
信部３０２が、ルータ情報送信部２２２からルータ情報を受信する。Ｓ３０４では、電波
強度受信部３１２が、電波強度送信部２２４から、無線ルータ２００の受信電波強度を受
信する。
【００５０】
　Ｓ３０６では、位置情報取得部３０４が、無線ルータ２００の位置情報を取得する。Ｓ
３０８では、期待値取得部３０８が、Ｓ３０６で取得した位置情報が示す位置における受
信電波強度の期待値を取得する。
【００５１】
　Ｓ３１０では、電波強度比較部３１４が、Ｓ３０８で取得した期待値とＳ３０４で受信
した受信電波強度との差が、予め定められた閾値以上であるか否かを判定する。Ｓ３１０
で、閾値以上であると判定された場合、Ｓ３１２に進む。Ｓ３１２では、報知情報送信部
３１６が、無線ルータ２００の現在の配置を肯定する報知情報を無線ルータ２００に送信
する。
【００５２】
　Ｓ３１０で、閾値以上であると判定されなかった場合、Ｓ３１４に進む。Ｓ３１４では
、報知情報送信部３１６が、地図データ参照部３１０によって参照された地図データに基
づいて生成された無線ルータ２００の配置に関する配置関連情報を含む報知情報を無線ル
ータ２００に送信する。
【００５３】
　図４は、通信端末４００及び期待値管理装置３００の機能構成の一例を概略的に示す。
通信端末４００は、位置情報送信部４２２、電波強度送信部４２４、報知情報受信部４３
２、報知処理実行部４３４及び指示受付部４７０を備える。期待値管理装置３００は、位
置情報取得部３０４、期待値取得部３０８、地図データ参照部３１０、電波強度受信部３
１２、電波強度比較部３１４及び報知情報送信部３１６を備える。期待値管理装置３００
については、図２とは異なる点を主に説明する。
【００５４】
　位置情報送信部４２２は、通信端末４００の位置情報を期待値管理装置３００に送信す
る。通信端末４００は、ＧＰＳ機能を有してよく、ＧＰＳデータを位置情報として送信し
てよい。
【００５５】
　電波強度送信部４２４は、通信端末４００の受信電波強度を期待値管理装置３００に送
信する。電波強度送信部４２４は、第１無線通信方式における受信電波強度を測定して、
測定した受信電波強度を送信してよい。電波強度送信部４２４は、例えば、受信電波強度
として、無線基地局２０から受信した電波のＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を測定する。
【００５６】
　位置情報取得部３０４は、位置情報送信部４２２が送信した位置情報を受信する。期待
値取得部３０８は、位置情報取得部３０４が取得した位置情報が示す位置における受信電
波強度の期待値を取得する。
【００５７】
　電波強度受信部３１２は、電波強度送信部４２４が送信した受信電波強度を受信する。
電波強度比較部３１４は、期待値取得部３０８が取得した期待値と、電波強度受信部３１
２が受信した受信電波強度とを比較する。報知情報送信部３１６は、電波強度比較部３１
４による比較結果に基づく報知情報を通信端末４００に送信する。
【００５８】
　報知情報受信部４３２は、報知情報送信部３１６が送信した報知情報を受信する。報知
処理実行部４３４は、報知情報受信部４３２が受信した報知情報に従って報知処理を実行
する。
【００５９】
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　指示受付部４７０は、報知情報の受信指示を受け付けてよい。指示受付部４７０は、報
知情報の受信指示を受け付けた場合、位置情報送信部４２２に位置情報を送信させ、電波
強度送信部４２４に電波強度を送信させてよい。これにより、期待値管理装置３００から
報知情報を受信することができる。
【００６０】
　上述したように、電波強度送信部４２４が、無線ルータ２００が備える電波強度送信部
２２４と同じ第１無線通信方式における受信電波強度を測定して、測定した受信電波強度
を期待値管理装置３００に送信することによって、無線ルータ２００の代わりに通信端末
４００によって、無線ルータ２００の受信電波状況を確認することができる。例えば、契
約者５０は、通信端末４００を持ち歩きながら家庭内の複数の地点における受信電波強度
及び期待値を確認して、受信電波強度が最も期待値に近くなる位置を模索し、特定した位
置に無線ルータ２００を配置できる。無線ルータ２００よりも、通信端末４００の方が持
ち運びやすいことから、無線ルータ２００を配置する最適な場所を模索する契約者５０の
負担を軽減させることができる。
【００６１】
　図５は、無線ルータ２００及び期待値管理装置３００の機能構成の他の一例を概略的に
示す。無線ルータ２００は、ルータ情報送信部２２２、期待値受信部２５２、電波強度取
得部２５４、報知処理実行部２６０、地図データ受信部２６２及び指示受付部２７２を備
える。なお、無線ルータ２００がこれらのすべての構成を備えることは必須とは限らない
。期待値管理装置３００は、ルータ情報受信部３０２、位置情報取得部３０４、契約情報
取得部３０６、期待値取得部３０８及び期待値送信部３５２を備える。ここでは、無線ル
ータ２００及び期待値管理装置３００について、図２とは異なる点を主に説明する。
【００６２】
　期待値送信部３５２は、期待値取得部３０８が取得した期待値を無線ルータ２００に送
信する。期待値受信部２５２は、期待値送信部３５２が送信した期待値を受信する。
【００６３】
　電波強度取得部２５４は、無線ルータ２００の受信電波強度を取得する。電波強度取得
部２５４は、第１無線通信方式における受信電波強度を測定してよい。電波強度取得部２
５４は、例えば、受信電波強度として、無線基地局２０から受信した電波のＲＳＲＰ（Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を測定する。
【００６４】
　報知処理実行部２６０は、電波強度取得部２５４が取得した受信電波強度及び期待値受
信部２５２が受信した期待値に基づく報知処理を実行する。報知処理実行部２６０は、例
えば、受信電波強度及び期待値を報知する。また、報知処理実行部２６０は、例えば、受
信電波強度と期待値との相違を報知する。
【００６５】
　地図データ受信部２６２は、地図データを受信する。地図データ受信部２６２は、例え
ば、地図上の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれの受信電波強度の期待値が対応付
けられた地図データを受信する。
【００６６】
　報知処理実行部２６０は、電波強度取得部２５４が取得した受信電波強度が、期待値受
信部２５２が受信した期待値よりも小さい場合に、地図データ受信部２６２が受信した地
図データに基づいて生成された無線ルータ２００の配置に関する配置関連情報を報知する
報知情報を実行してよい。
【００６７】
　指示受付部２７２は、報知処理の実行指示を受け付けてよい。指示受付部２７２は、報
知処理の実行指示を受け付けた場合、ルータ情報送信部２２２にルータ情報を送信させ、
電波強度取得部２５４に電波強度を取得させてよい。
【００６８】
　図６は、無線ルータ２００による処理の流れの一例を概略的に示す。ここでは、指示受
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付部２７２が報知処理の実行指示を受け付けてから、報知処理を実行するまでの処理の流
れを概略的に説明する。図６に示す各処理は、無線ルータ２００が備える制御部が主体と
なって実行されてよい。
【００６９】
　Ｓ６０２では、ルータ情報送信部２２２がルータ情報を期待値管理装置３００に送信す
る。Ｓ６０４では、電波強度取得部２５４が受信電波強度を取得する。Ｓ６０６では、期
待値受信部２５２が期待値管理装置３００から期待値を受信する。
【００７０】
　Ｓ６０８では、報知処理実行部２６０が、Ｓ６０６で取得した期待値とＳ６０４で取得
した受信電波強度との差が、予め定められた閾値以上であるか否かを判定する。Ｓ６０８
で、閾値以上であると判定された場合、Ｓ６１０に進む。Ｓ６１０では、報知処理実行部
２６０が、無線ルータ２００の現在の配置を肯定する報知処理を実行する。
【００７１】
　Ｓ６０８で、閾値以上であると判定されなかった場合、Ｓ６１２に進む。Ｓ６１２では
、報知処理実行部２６０が、地図データ受信部２６２によって受信された地図データに基
づいて生成された無線ルータ２００の配置に関する配置関連情報を報知する報知処理を実
行する。
【００７２】
　図７は、通信端末４００及び期待値管理装置３００の機能構成の他の一例を概略的に示
す。通信端末４００は、位置情報送信部４２２、期待値受信部４５２、電波強度取得部４
５４、報知処理実行部４６０、地図データ受信部４６２及び指示受付部４７２を備える。
期待値管理装置３００は、位置情報取得部３０４、契約情報取得部３０６、期待値取得部
３０８、及び期待値送信部３５２を備える。期待値管理装置３００については、図５と異
なる点を主に説明する。
【００７３】
　位置情報送信部４２２は、通信端末４００の位置情報を通信端末４００に送信する。通
信端末４００は、ＧＰＳ機能を有してよく、ＧＰＳデータを位置情報として送信してよい
。
【００７４】
　期待値送信部３５２は、期待値取得部３０８が取得した期待値を通信端末４００に送信
する。期待値受信部４５２は、期待値送信部３５２が送信した期待値を受信する。
【００７５】
　電波強度取得部４５４は、通信端末４００の受信電波強度を取得する。電波強度取得部
４５４は、第１無線通信方式における受信電波強度を測定してよい。電波強度取得部４５
４は、例えば、無線基地局２０から受信した電波のＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を測定する。
【００７６】
　報知処理実行部４６０は、電波強度取得部４５４が取得した受信電波強度及び期待値受
信部４５２が受信した期待値に基づく報知処理を実行する。報知処理実行部４６０は、例
えば、受信電波強度及び期待値を報知する。また、報知処理実行部４６０は、例えば、受
信電波強度と期待値との相違を報知する。
【００７７】
　地図データ受信部４６２は、地図データを受信する。地図データ受信部４６２は、例え
ば、地図上の複数の地点に対して複数の地点のそれぞれの受信電波強度の期待値が対応付
けられた地図データを受信する。
【００７８】
　報知処理実行部４６０は、電波強度取得部４５４が受信した受信電波強度が、期待値受
信部４５２が受信した期待値よりも小さい場合に、地図データ受信部４６２が受信した地
図データに基づいて生成された通信端末４００の配置に関する配置関連情報を報知する報
知情報を実行してよい。
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【００７９】
　指示受付部４７２は、報知処理の実行指示を受け付けてよい。指示受付部４７２は、報
知処理の実行指示を受け付けた場合、位置情報送信部４２２に位置情報を送信させ、電波
強度取得部４５４に電波強度を取得させてよい。
【００８０】
　図８は、無線ルータ２００の外観の一例を概略的に示す。無線ルータ２００は、筐体２
０２、アンテナ２０４、アンテナ２０６、複数の受信電波強度発光部２１２、複数の期待
値発光部２１４、ディスプレイ２１６及び電波ボタン２１８を備える。
【００８１】
　アンテナ２０４は、第１無線通信方式に対応するアンテナである。アンテナ２０６は、
第２無線通信方式に対応するアンテナである。複数の受信電波強度発光部２１２及び複数
の期待値発光部２１４は、例えばＬＥＤである。
【００８２】
　複数の受信電波強度発光部２１２のそれぞれは、第１無線通信方式における複数の受信
電波強度レベルのそれぞれに対応する。複数の受信電波強度発光部２１２は、対応する受
信電波強度レベルの順に配列されていてよい。
【００８３】
　報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の受信電波強度発光部２１２
のうち、無線ルータ２００の受信電波強度に対応する受信電波強度発光部２１２と、当該
受信電波強度よりも小さい受信電波強度に対応する全ての受信電波強度発光部２１２とを
発光させることにより、無線ルータ２００の受信電波強度を報知してよい。また、報知処
理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の受信電波強度発光部２１２のうち、
無線ルータ２００の受信電波強度に対応する受信電波強度発光部２１２のみを発光させる
ことにより、無線ルータ２００の受信電波強度を報知してよい。
【００８４】
　複数の期待値発光部２１４のそれぞれは、第１無線通信方式における複数の受信電波強
度の期待値のそれぞれに対応する。複数の期待値発光部２１４は、対応する期待値の順に
配列されていてよい。
【００８５】
　報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の期待値発光部２１４のうち
、無線ルータ２００の位置における受信電波強度の期待値に対応する期待値発光部２１４
と、当該期待値よりも小さい期待値に対応する全ての期待値発光部２１４とを発光させる
ことにより、受信電波強度の期待値を報知してよい。また、報知処理実行部２３４及び報
知処理実行部２６０は、複数の期待値発光部２１４のうち、無線ルータ２００の位置にお
ける受信電波強度の期待値に対応する期待値発光部２１４のみを発光させることにより、
受信電波強度の期待値を報知してもよい。
【００８６】
　複数の受信電波強度発光部２１２及び複数の期待値発光部２１４は並列に配置されてよ
い。隣接する受信電波強度発光部２１２及び期待値発光部２１４は、同じ受信電波強度レ
ベルに対応していてよい。これにより、受信電波強度と期待値との比較を容易に行うこと
ができる。
【００８７】
　なお、ここでは、無線ルータ２００が、複数の受信電波強度発光部２１２及び複数の期
待値発光部２１４を備える場合を例に挙げて説明したが、これに限らない。無線ルータ２
００は、１列に配列された複数の発光部を備えてもよい。１列に配列された複数の発光部
は、複数の受信電波強度レベルのそれぞれに対応してよく、対応する受信電波強度レベル
の順に配列されていてよい。報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に
配列された複数の発光部を用いて、受信電波強度と期待値とを切り換えて報知してよい。
【００８８】
　例えば、無線ルータ２００が受信電波強度報知モードに設定されている場合、報知処理
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実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数の発光部を発光させる
ことによって、受信電波強度を報知する。また、無線ルータ２００が期待値報知モードに
設定されている場合、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列さ
れた複数の発光部を発光させることによって、期待値を報知してよい。
【００８９】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数の発
光部のうち、期待値に対応する発光部のみを継続して発光させることにより期待値を報知
するとともに、複数の発光部のうち、受信電波強度に対応する発光部と、当該受信電波強
度よりも低い受信電波強度に対応する全ての発光部とを発光させることにより、受信電波
強度を報知してもよい。これにより、期待値に対応する発光部に向かって、複数の発光部
によって表現されるインジケータが伸縮するような報知を実現できる。なお、期待値を報
知する場合の発光色と、受信電波強度を報知する場合の発光色とを異ならせてもよい。
【００９０】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の発光部のそれぞれに
割り当てる受信電波強度レベルを、期待値によって変更してよい。例えば、期待値が－８
０ｄＢｍの場合、複数の発光部に対して、最高－８０ｄＢｍから－５ｄＢｍ毎に受信電波
強度レベルを割り当て、期待値が－９０ｄＢｍの場合、複数の発光部に対して、最高－９
０ｄＢｍから－５ｄＢｍ毎に受信電波強度レベルを割り当ててよい。これにより、無線ル
ータ２００の位置において期待できる最大の受信電波強度レベルに対する、現在の受信電
波レベルを容易に知得させることができる。
【００９１】
　ディスプレイ２１６は、各種データを表示する。報知処理実行部２３４及び報知処理実
行部２６０は、受信電波強度をディスプレイ２１６に表示させることによって、受信電波
強度を報知してよい。報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、インジケータ
等の図形及び数値等によって、受信電波強度をディスプレイ２１６に表示させてよい。
【００９２】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、期待値をディスプレイ２１
６に表示させることによって、期待値を報知してよい。報知処理実行部２３４及び報知処
理実行部２６０は、インジケータ等の図形及び数値等によって、期待値をディスプレイ２
１６に表示させてよい。
【００９３】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、期待値と受信電波強度との
相違をディスプレイ２１６に表示させることによって、期待値と受信電波強度との相違を
報知してよい。報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、期待値と受信電波強
度との相違を示すテキストをディスプレイ２１６に表示させてよい。
【００９４】
　例えば、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、期待値と受信電波強度と
の差が予め定められた閾値よりも小さい場合、現在の配置を肯定する内容をディスプレイ
２１６に表示させる。現在の配置を肯定する内容は、例えば、現在の配置場所で期待値に
匹敵する受信電波強度が得られている旨を示す内容である。
【００９５】
　また、例えば、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、期待値と受信電波
強度との差が予め定められた閾値よりも大きい場合、無線ルータ２００を移動することを
推奨する内容をディスプレイ２１６に表示させてよい。報知処理実行部２３４及び報知処
理実行部２６０は、例えば、無線ルータ２００を窓際に配置することを推奨する内容をデ
ィスプレイ２１６に表示させる。
【００９６】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、配置関連情報をディスプレ
イ２１６に表示させることによって、配置関連情報を報知してよい。報知処理実行部２３
４及び報知処理実行部２６０は、無線ルータ２００の位置情報が示す位置から、より期待
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値が高い地点への方角に無線ルータ２００を配置することを推奨する内容をディスプレイ
２１６に表示させてよい。
【００９７】
　報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、無線ルータ２００の位置情報が示
す位置から、無線ルータ２００が通信を確立している無線基地局２０への方角を示す内容
をディスプレイ２１６に表示させてもよい。例えば、報知処理実行部２３４及び報知処理
実行部２６０は、無線ルータ２００の位置情報が示す位置から、無線ルータ２００が通信
を確立している無線基地局２０への方角が南東であった場合、南東に無線基地局２０があ
る旨をディスプレイ２１６に表示させてよい。これにより、契約者５０等は、無線ルータ
２００を南東方向に移動させることによって、無線ルータ２００を無線基地局２０に近づ
けられる状況を知得できる。
【００９８】
　電波ボタン２１８は、報知処理の実行指示を受け付けるボタンであってよい。指示受付
部２７０は、電波ボタン２１８に対する指示を受け付けてよい。指示受付部２７０は、電
波ボタン２１８の押下を検出したのに応じて、ルータ情報送信部２２２にルータ情報を送
信させ、電波強度送信部２２４に受信電波強度を送信させてよい。また、指示受付部２７
２は、電波ボタン２１８の押下を検出したのに応じて、ルータ情報送信部２２２にルータ
情報を送信させ、電波強度取得部２５４に受信電波強度を取得させてよい。
【００９９】
　指示受付部２７０は、電波ボタン２１８の押下を検出した場合に、ルータ情報送信部２
２２に対してルータ情報を送信させるとともに、電波強度送信部２２４に対して受信電波
強度を一定時間継続して送信させてよい。指示受付部２７２は、電波ボタン２１８の押下
を検出した場合に、ルータ情報送信部２２２に対してルータ情報を送信させるとともに、
電波強度取得部２５４に対して受信電波強度を一定時間継続して取得させてよい。
【０１００】
　これにより、例えば、契約者５０は、電波ボタン２１８を押下した後、無線ルータ２０
０を移動させることにより、変化する期待値と受信電波強度との比較結果を連続的に確認
することができる。なお、指示受付部２７０及び指示受付部２７２は、ルータ情報送信部
２２２に対しても、ルータ情報を一定時間継続して送信させてもよい。
【０１０１】
　電波ボタン２１８は、トグルボタンであってもよい。指示受付部２７０は、操作ボタン
の押下を検出した場合に、ルータ情報送信部２２２に対してルータ情報を送信させるとと
もに、電波強度送信部２２４に対して受信電波強度を一定時間継続して送信させ、再度操
作ボタンの押下を検出した場合に、電波強度送信部２２４に電波強度の送信を停止させて
よい。また、指示受付部２７２は、操作ボタンの押下を検出した場合に、ルータ情報送信
部２２２に対してルータ情報を送信させるとともに、電波強度取得部２５４に対して受信
電波強度を一定時間継続して取得させ、再度操作ボタンの押下を検出した場合に、電波強
度取得部２５４に受信電波強度の取得を停止させてよい。
【０１０２】
　なお、ここでは、電波ボタン２１８が１つのボタンを備える場合を例に挙げて説明した
が、これに限らない。電波ボタン２１８は、受信電波強度用のボタンと、期待値用のボタ
ンとの２つのボタンを備えてもよい。
【０１０３】
　図９は、通信端末４００の表示例を概略的に示す。通信端末４００は、ディスプレイ４
０２に、複数の受信電波強度報知オブジェクト４１２を表示させることにより、受信電波
強度を報知してよい。また、通信端末４００は、ディスプレイ４０２に、複数の期待値報
知オブジェクト４１４を表示させることにより、期待値を報知してよい。
【０１０４】
　複数の受信電波強度報知オブジェクト４１２のそれぞれは、第１無線通信方式における
複数の受信電波強度レベルのそれぞれに対応する。複数の受信電波強度報知オブジェクト
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４１２は、対応する受信電波強度レベルの順に配列されていてよい。
【０１０５】
　報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の受信電波強度報知オブジェ
クト４１２のうち、通信端末４００の受信電波強度に対応する受信電波強度報知オブジェ
クト４１２と、当該受信電波強度よりも小さい受信電波強度に対応する全ての受信電波強
度報知オブジェクト４１２とを、他の受信電波強度報知オブジェクト４１２と識別表示す
ることにより、通信端末４００の受信電波強度を報知してよい。また、報知処理実行部２
３４及び報知処理実行部２６０は、複数の受信電波強度報知オブジェクト４１２のうち、
通信端末４００の受信電波強度に対応する受信電波強度報知オブジェクト４１２のみを識
別表示することにより、通信端末４００の受信電波強度を報知してよい。
【０１０６】
　複数の期待値報知オブジェクト４１４のそれぞれは、第１無線通信方式における複数の
受信電波強度の期待値のそれぞれに対応する。複数の期待値報知オブジェクト４１４は、
対応する期待値の順に配列されていてよい。
【０１０７】
　報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の期待値報知オブジェクト４
１４のうち、通信端末４００の位置における受信電波強度の期待値に対応する期待値報知
オブジェクト４１４と、当該期待値よりも小さい期待値に対応する全ての期待値報知オブ
ジェクト４１４とを、他の期待値報知オブジェクト４１４と識別表示することにより、期
待値を報知してよい。また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、複数の
期待値報知オブジェクト４１４のうち、通信端末４００の位置における受信電波強度の期
待値に対応する期待値報知オブジェクト４１４のみを識別表示することにより、期待値を
報知してもよい。図９では、期待値が１２レベル中の１０レベルであり、受信電波強度が
１２レベル中の８レベルである場合を例示している。
【０１０８】
　複数の受信電波強度報知オブジェクト４１２及び複数の期待値報知オブジェクト４１４
は並列に配置されてよい。隣接する受信電波強度報知オブジェクト４１２及び期待値報知
オブジェクト４１４は、同じ受信電波強度レベルに対応していてよい。これにより、受信
電波強度と期待値との比較を容易に行うことができる。
【０１０９】
　なお、ここでは、通信端末４００が、複数の受信電波強度報知オブジェクト４１２及び
複数の期待値報知オブジェクト４１４をディスプレイ４０２に表示させる場合を例に挙げ
て説明したが、これに限らず、１列に配列された複数のオブジェクトをディスプレイ４０
２に表示させてもよい。１列に配列された複数のオブジェクトは、複数の受信電波強度レ
ベルのそれぞれに対応してよく、対応する受信電波強度レベルの順に配列されていてよい
。報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数のオブジェ
クトを用いて、受信電波強度と期待値とを切り換えて報知してよい。
【０１１０】
　例えば、通信端末４００が受信電波強度報知モードに設定されている場合、報知処理実
行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数のオブジェクトのうち、
受信電波強度に対するオブジェクトを識別表示させることによって、受信電波強度を報知
する。また、例えば、通信端末４００が期待値報知モードに設定されている場合、報知処
理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数のオブジェクトのう
ち、期待値に対応するオブジェクトを識別表示させることによって、期待値を報知する。
【０１１１】
　また、報知処理実行部２３４及び報知処理実行部２６０は、１列に配列された複数のオ
ブジェクトのうち、期待値に対応するオブジェクトのみを継続して識別表示させることに
より期待値を報知するとともに、複数のオブジェクトのうち、受信電波強度に対応するオ
ブジェクトと、当該受信電波強度よりも低い受信電波強度に対応する全てのオブジェクト
とを識別表示させることにより、受信電波強度を報知してもよい。これにより、期待値に
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対応するオブジェクトに向かって、複数のオブジェクトによって表現されるインジケータ
が伸縮するような報知を実現できる。なお、期待値を報知する場合のオブジェクトの色と
、受信電波強度を報知する場合のオブジェクトの色とを異ならせてもよい。
【０１１２】
　データ表示欄４１６は、各種データを表示する。データ表示欄４１６は、無線ルータ２
００が備えるディスプレイ２１６が表示可能な内容と同一の内容を表示可能であってよい
。例えば、データ表示欄４１６は、受信電波強度を表示してよく、期待値を表示してよく
、受信電波強度と期待値との相違を表示してよく、配置関連情報を表示してよい。
【０１１３】
　上記実施形態では、期待値管理装置３００が、無線ルータ２００からの要求に応じて、
期待値又は報知情報を送信する例を挙げて主に説明したが、これに限らない。期待値管理
装置３００が、能動的に期待値又は報知情報を無線ルータ２００に送信してもよい。例え
ば、期待値管理装置３００は、ＧＩＳが管理する地図データを参照することによって、無
線ルータ２００の受信電波状況を監視する。そして、例えば、無線基地局２０の追加及び
撤去等によって、無線ルータ２００の受信電波状況が変化した場合等に、能動的に期待値
又は報知情報を無線ルータ２００に送信する。これにより、無線基地局２０の追加及び撤
去等によって無線ルータ２００の受信電波強度が変化したり、期待値が変化したりした場
合に、そのことを契約者５０等に知得させることができる。なお、期待値管理装置３００
は、例えば、受信電波強度が変化したことを示す報知情報、期待値が変化したことを示す
報知情報、受信電波強度と期待値との相違が変化したことを示す報知情報、無線ルータ２
００の近くの無線基地局２０が撤去されたことを示す報知情報及び無線ルータ２００の近
くに無線基地局２０が追加されたことを示す報知情報等を無線ルータ２００に送信する。
【０１１４】
　上記実施形態では、通信装置の一例として無線ルータ２００及び通信端末４００を挙げ
て説明したが、これに限らない。通信装置は、第１無線通信方式のアンテナ、第２無線通
信方式のアンテナ、及び表示部を備えた電気製品であってよく、例えば、テレビであって
よい。なお、通信装置は、第１無線通信方式のアンテナを備えるのではなく、第１無線通
信方式のアンテナと無線通信により接続されていてもよい。例えば、通信装置は、２．４
ＧＨｚ帯のＷｉ－Ｆｉ通信機能と、５ＧＨｚ帯のＷｉ－Ｆｉ通信機能とを備えてよく、５
ＧＨｚ帯のＷｉ－Ｆｉ通信によって第１無線通信方式のアンテナと無線接続されてよく、
２．４ＧＨｚ帯のＷｉ－Ｆｉ通信によって、通信端末４００と通信してよい。
【０１１５】
　以上の説明において、無線ルータ２００の各部は、ハードウエアにより実現されてもよ
く、ソフトウエアにより実現されてもよい。また、ハードウエアとソフトウエアとの組み
合わせにより実現されてもよい。また、プログラムが実行されることにより、コンピュー
タが、無線ルータ２００として機能してもよい。プログラムは、コンピュータ読み取り可
能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、無線ルータ２００の少なくとも一
部を構成するコンピュータにインストールされてよい。
【０１１６】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータを本実施形態に係る無線ルータ２００
として機能させるプログラムは、ＣＰＵ等に働きかけて、コンピュータを、無線ルータ２
００の各部としてそれぞれ機能させる。これらのプログラムに記述された情報処理は、コ
ンピュータに読込まれることにより、ソフトウエアと無線ルータ２００のハードウエア資
源とが協働した具体的手段として機能する。
【０１１７】
　以上の説明において、期待値管理装置３００の各部は、ハードウエアにより実現されて
もよく、ソフトウエアにより実現されてもよい。また、ハードウエアとソフトウエアとの
組み合わせにより実現されてもよい。また、プログラムが実行されることにより、コンピ
ュータが、期待値管理装置３００として機能してもよい。プログラムは、コンピュータ読
み取り可能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、期待値管理装置３００の
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【０１１８】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータを本実施形態に係る期待値管理装置３
００として機能させるプログラムは、ＣＰＵ等に働きかけて、コンピュータを、期待値管
理装置３００の各部としてそれぞれ機能させる。これらのプログラムに記述された情報処
理は、コンピュータに読込まれることにより、ソフトウエアと期待値管理装置３００のハ
ードウエア資源とが協働した具体的手段として機能する。
【０１１９】
　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
が可能であ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。
【０１２０】
　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。
【符号の説明】
【０１２１】
１０　ネットワーク、２０　無線基地局、３０　契約情報管理装置、５０　契約者、１０
０　電波状況報知システム、２００　無線ルータ、２０２　筐体、２０４　アンテナ、２
０６　アンテナ、２１２　受信電波強度発光部、２１４　期待値発光部、２１６　ディス
プレイ、２１８　電波ボタン、２２２　ルータ情報送信部、２２４　電波強度送信部、２
３２　報知情報受信部、２３４　報知処理実行部、２５２　期待値受信部、２５４　電波
強度取得部、２６０　報知処理実行部、２６２　地図データ受信部、２７０　指示受付部
、２７２　指示受付部、３００　期待値管理装置、３０２　ルータ情報受信部、３０４　
位置情報取得部、３０６　契約情報取得部、３０８　期待値取得部、３１０　地図データ
参照部、３１２　電波強度受信部、３１４　電波強度比較部、３１６　報知情報送信部、
３５２　期待値送信部、４００　通信端末、４０２　ディスプレイ、４１２　受信電波強
度報知オブジェクト、４１４　期待値報知オブジェクト、４１６　データ表示欄、４２２
　位置情報送信部、４２４　電波強度送信部、４３２　報知情報受信部、４３４　報知処
理実行部、４５２　期待値受信部、４５４　電波強度取得部、４６０　報知処理実行部、
４６２　地図データ受信部、４７０　指示受付部、４７２　指示受付部
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