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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体とともに移動する無線ＬＡＮ端末装置から当該無線ＬＡＮ端末装置の識別情報を
含んで送信される無線フレームを受信し、その受信状態に関する受信状態情報を作成する
複数の中継機と、
　前記中継機から取得した前記受信状態情報に基づいて、それぞれの前記無線ＬＡＮ端末
装置の位置を演算により推定する位置演算装置と、
　前記位置演算装置が推定した位置を表示する表示装置と、
を備え、
　前記位置演算装置は、
　前記受信状態情報に基づいて前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定する位置推定部と、
　前記位置推定部により推定された現在の前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が、当該無線Ｌ
ＡＮ端末装置の過去の位置との間で所定の関係を満たす場合に、その推定された位置を誤
りと判定する誤り判定部と、
を備え、
　前記中継機は、
　前記無線ＬＡＮ端末装置からの前記無線フレームの受信時における受信強度を検出する
とともに、前記無線ＬＡＮ端末装置の識別情報を前記無線フレームから取得し、
　前記受信強度及び前記識別情報を含み、更に、前記無線フレームの受信時の通信速度、
変調方式及び通信誤り評価値のうち少なくとも何れかが含まれるように前記受信状態情報
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を作成し、
　前記位置演算装置は登録地点受信状態情報記憶部を備え、
　前記登録地点受信状態情報記憶部には、
　複数の地点の位置と、
　当該地点に配置された前記無線ＬＡＮ端末装置が前記無線フレームを送信したときに、
当該無線フレームを受信した前記中継機のそれぞれが作成した受信状態情報と、
を関連づけて事前に記憶しておくことが可能であり、
　前記位置演算装置は、前記中継機から受信状態情報を受信したときは、当該受信状態情
報と、前記登録地点受信状態情報記憶部に記憶された受信状態情報である登録受信状態情
報と、を比較し、前記受信強度の差異のほか、前記無線フレームの受信時の通信速度、変
調方式及び通信誤り評価値のうち少なくとも何れかの差異の評価を含めた乖離度を計算す
ることによって、最も近いと判定された登録受信状態情報に対応する地点を前記無線ＬＡ
Ｎ端末装置の現在の位置であると推定する選択推定処理を行い、
　前記表示装置は、前記位置演算装置が推定した位置を、前記誤り判定部によって誤りと
判定されたものを除いて表示することが可能であることを特徴とする端末位置検出システ
ム。
【請求項２】
　請求項１に記載の端末位置検出システムであって、
　前記誤り判定部は、前記位置推定部により得られた現在の前記無線ＬＡＮ端末装置の位
置が、当該無線ＬＡＮ端末装置の直近の位置を含む所定の領域の外側にある場合に誤りと
判定することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の端末位置検出システムであって、
　前記誤り判定部は、前記所定の領域を、当該無線ＬＡＮ端末装置の直近までの位置変化
を考慮して定めることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項４】
　請求項１から３までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置から前記無線フレームを受信したときは、その
受信強度を検出し、当該受信強度を含んだ受信状態情報を作成して前記位置演算装置に送
信するように構成されており、
　前記位置演算装置は、前記中継機から前記受信状態情報を受信したときは、少なくとも
前記受信強度について、現在及び過去に受信した複数の受信状態情報を対象として平均値
を計算し、
　前記受信状態情報と前記登録受信状態情報との間で受信強度同士を比較するときは、前
記受信状態情報における受信強度として前記平均値を用いることを特徴とする端末位置検
出システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、複数の受信状態情報から前記受信強度の平均値を計算するときは
、所定の範囲から外れる受信強度を有する受信状態情報については、前記平均値を計算す
る対象から除外することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、前記登録地点受信状態情報記憶部に記憶された複数の登録受信状
態情報の間を補間する計算を行うことにより、当該登録地点受信状態情報記憶部に記憶さ
れていない地点における受信状態情報を推定し、これを当該登録地点受信状態情報記憶部
に追加的に記憶させることが可能であることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項７】
　請求項１から６までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、前記登録地点受信状態情報記憶部に新規の地点及び受信状態情報
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を関連づけて記憶させようとする場合において、
　既に記憶されている前記登録受信状態情報の何れかと当該新規の受信状態情報との乖離
度が所定の値より小さく、当該登録受信状態情報に対応する地点と前記新規の地点との距
離が所定距離より大きいときは、登録警告情報を作成することを特徴とする端末位置検出
システム。
【請求項８】
　請求項１から７までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、前記登録地点受信状態情報記憶部に記憶されている地点に前記無
線ＬＡＮ端末装置が位置していることを前記選択推定処理以外の方法で推定又は確認した
場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置が送信した無線フレームに基づいて前記中継機が作成
した受信状態情報で、前記登録地点受信状態情報記憶部の内容のうち当該地点に対応する
登録受信状態情報を更新することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項９】
　請求項１から８までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、前記中継機から受信した受信状態情報と、当該受信状態情報に最
も近いと判定された登録受信状態情報と、の間の近似度を評価した位置精度情報を作成す
ることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の端末位置検出システムであって、
　前記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置から前記無線フレームを受信したときは、その
受信強度を検出し、当該受信強度を含んだ受信状態情報を作成して前記位置演算装置に送
信するように構成されており、
　前記位置演算装置は、前記中継機から前記受信状態情報を受信したときは、少なくとも
前記受信強度について、現在及び過去に受信した複数の受信状態情報を対象として平均値
を計算し、
　前記受信強度の平均値の計算に用いられる受信状態情報の数は、前記位置精度情報に基
づいて変化することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の端末位置検出システムであって、
　前記表示装置は、前記位置演算装置が推定した位置を表示するとともに、前記位置精度
情報に応じて変化する視覚的表示を行うことを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項１２】
　請求項１から１１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記表示装置は、前記位置演算装置が推定した位置を、前記無線ＬＡＮ端末装置の位置
管理を行う領域を示す地図に重ねるようにして表示することを特徴とする端末位置検出シ
ステム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の端末位置検出システムであって、
　火災検出センサを備え、
　前記火災検出センサが火災を検出した場合は、当該火災検出センサの位置を前記地図に
重ねるようにして前記表示装置に表示することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項１４】
　請求項１から１３までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記中継機は、他の中継機が送信した無線フレームを受信して、当該無線フレームの送
信元である中継機の識別情報と、前記無線フレームの受信強度の情報と、を含む中継機間
受信状態情報を作成可能に構成されていることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置は、それぞれの前記中継機から前記中継機間受信状態情報を反復して
取得するように構成されており、
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　現在の中継機間受信状態情報が直近の中継機間受信状態情報より変化し、その変化量が
所定値より大きい場合は、中継機に異常が発生した旨の異常情報を作成することを特徴と
する端末位置検出システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の端末位置検出システムであって、
　前記受信状態情報に最も近い登録受信状態情報の判定にあたっては、異常の発生が検知
された中継機に関する受信状態情報と登録受信状態情報の差よりも、それ以外の中継機に
関する受信状態情報と登録受信状態情報の差を重点的に考慮することを特徴とする端末位
置検出システム。
【請求項１７】
　請求項１から１６までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置からの無線フレームの電波強度が所定時間以内
に所定値より大きく低下したことを検出した場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置の前記識
別情報を含む電波強度低下情報を作成して前記位置演算装置に送信するように構成されて
おり、
　前記位置演算装置は、推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の落下危険領域に
あるときに前記電波強度低下情報を受信したときは、落下検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記落下検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴とする端
末位置検出システム。
【請求項１８】
　請求項１から１７までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の落下を検出可能な加速度センサを備えるとともに、
この加速度センサが自機の落下を検出すると落下検知信号を中継機に送信するように構成
されており、
　前記位置演算装置は、推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の落下危険領域に
あるときに前記落下検知信号を受信したときは、落下検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記落下検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴とする端
末位置検出システム。
【請求項１９】
　請求項１から１７までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の長時間の落下を検知すると、落下検知信号を前記中
継機に送信するように構成されており、
　前記表示装置は、前記落下検知信号に基づいて異常発生表示を行うことを特徴とする端
末位置検出システム。
【請求項２０】
　請求項１から１７までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の水没を検知すると、水没信号を前記中継機に送信す
るように構成されており、
　前記表示装置は、前記水没信号に基づいて異常発生表示を行うことを特徴とする端末位
置検出システム。
【請求項２１】
　請求項１７から２０までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　当該端末位置検出システムが設置されている船舶の位置を取得する船舶位置取得装置と
、
　前記船舶の周辺における海流の情報を取得する海流情報取得装置と、
を備え、
　前記表示装置は、前記異常発生表示を行うときは、異常発生時における前記船舶の位置
及び周辺の海流の情報を併せて表示することを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項２２】
　請求項１から２１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
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　人体を検出することが可能な人体検出装置を備え、
　前記人体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な
領域内に設定される所定の管理領域の境界部分に配置され、
　前記位置演算装置は、前記人体検出装置の近傍に前記無線ＬＡＮ端末装置が存在しない
にもかかわらず当該人体検出装置が人体を検出した場合は、端末不携帯者検知情報を作成
し、
　前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２３】
　請求項１から２１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　人体を検出することが可能な人体検出装置を備え、
　前記人体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な
領域内に設定される所定の管理領域の境界部分に配置され、
　前記位置演算装置は、前記人体検出装置の近傍に前記無線ＬＡＮ端末装置が存在しない
か、前記人体検出装置の近傍に存在する前記無線ＬＡＮ端末装置のすべてが一定時間以上
静止しているにもかかわらず、当該人体検出装置が人体を検出した場合は、端末不携帯者
検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２４】
　請求項１から２１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　人体を検出することが可能な人体検出装置を備え、
　前記人体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な
領域内に設定される所定の管理領域の境界部分に配置され、
　前記位置演算装置は、前記人体検出装置の配置場所で前記管理領域の境界を通過する前
記無線ＬＡＮ端末装置が検出されないにもかかわらず、前記人体検出装置が人体を検出し
た場合は、端末不携帯者検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２５】
　請求項１から２１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　人体を検出することが可能な人体検出装置を備え、
　前記人体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な
領域内に設定される所定の管理領域の境界部分に配置され、
　前記中継機のうち少なくとも１つは、前記人体検出装置による人体検出領域の近傍に配
置され、
　前記位置演算装置は、前記人体検出領域の近傍に配置される中継機から取得した前記受
信状態情報が所定の条件を満たさないにもかかわらず、前記人体検出装置が人体を検出し
た場合は、端末不携帯者検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２６】
　請求項２２から２５までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記人体検出装置は複数備えられ、
　前記位置演算装置は、前記人体検出装置の近傍で検出された無線ＬＡＮ端末装置の識別
情報が、それぞれの前記人体検出装置に応じて定められる通過許可条件を満たすか否かを
判定し、満たさない場合は通過不許可者検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記通過不許可者検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２７】
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　請求項２６に記載の端末位置検出システムであって、
　前記人体検出装置が人体を検出するのに連動して当該人体を撮影可能なカメラを備え、
　異常発生時に、前記カメラによって撮影した画像を前記無線ＬＡＮ端末装置に配信可能
に構成されていることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項２８】
　請求項１から２７までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記位置演算装置が推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の禁止領域内にある
場合に禁止領域立入検知情報を作成し、
　前記表示装置は、前記禁止領域立入検知情報に基づいて異常発生表示を行うことを特徴
とする端末位置検出システム。
【請求項２９】
　請求項１から２８までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記無線ＬＡＮ端末装置は情報表示部を備えており、
　異常発生時においては、当該異常の内容を示す情報を前記無線ＬＡＮ端末装置に配信し
て前記情報表示部に表示させることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の端末位置検出システムであって、
　異常発生時においては、前記位置演算装置によって推定された位置が異常発生地点から
近い無線ＬＡＮ端末装置と、そうでない無線ＬＡＮ端末装置と、の間で異なる情報を配信
可能に構成されていることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項３１】
　請求項１から３０までの何れか一項に記載の端末位置検出システムであって、
　前記中継機は、複数フロアの建造物において上下方向に隣り合うフロアの両方に設置さ
れるとともに、上側のフロアの中継機は、下側のフロアの中継機と上下方向に対応しない
ように配置されることを特徴とする端末位置検出システム。
【請求項３２】
　請求項１から３１までの何れか一項に記載の端末位置検出システムを船舶に設置すると
ともに、前記無線ＬＡＮ端末装置を船員に携帯させたことを特徴とする船員位置管理シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮによって端末位置を検出する端末位置検出システムに関する。詳
細には、当該端末位置検出システムにおいて位置検出精度を容易に管理する手段を提供す
るとともに、異常の迅速な発見に寄与する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、移動局としての無線ＬＡＮ端末と、基地局としてのアクセスポイントと、を
備え、無線ＬＡＮ端末の位置を測定することが可能な端末位置検出システムが知られてい
る。例えば、無線ＬＡＮ端末がアクセスポイントの電界強度を測定することで、自機の位
置を推定することが可能なシステムが広く知られている。また、無線ＬＡＮ端末から複数
のアクセスポイントまで電波が到達する時間をそれぞれ計測して、その到達時間差から端
末の位置を３点測位することも行われている。
【０００３】
　また、特許文献１に開示される移動体位置検出システムも、移動体の所在位置、領域の
確認及び検出に用いられるものである。この移動体位置検出システムでは、各移動体が持
つ移動局は、基地局から選択呼出信号により呼び出され、応答信号を送信して応答する。
基地局は、応答信号の受信時に受信電界レベルを測定する。本システムの動作は大きく分
けると、学習サイクルと表示サイクルとからなる。学習サイクルでは、移動局からの電波
のゾーン対応の基地局ごとの受信電界レベルの値を収集し１つの検出パターンとし、移動
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局の位置を変更しながら検出パターンを順次求め、得られた検出パターンと当該移動局の
位置との対応を学習しながらデータベースを作成する。そして、表示サイクルでは、移動
局の位置検出時に得られた検出パターンとデータベースの検出パターンとを照合すること
により、当該移動局の存在するゾーン位置を検出し表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１８２１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１の構成は、例えば移動体が移動局を持ったまま移動している場
合に、受信電波強度の測定バラツキ等により、突然、離れた場所や異なる区画が検出結果
として示される場合があった。従って、検出結果としての移動体の位置が無関係な位置に
瞬間的に移動することがあり、ユーザを混乱させるおそれがあった。また、移動局（端末
）の送信電力のバラツキ、移動局の送信出力及び基地局の受信感度の経時変化など、種々
の要因によって位置検出精度が低下することがあり、この点で改善の余地が残されていた
。
【０００６】
　本発明は上記の事情に鑑みてされたものであり、その主要な目的は、無線ＬＡＮによっ
て端末位置を検出する端末位置検出システムにおいて、様々な原因で生じる検出位置精度
の低下を抑制することにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段とその効果を説明する。
【０００８】
　本発明の第１の観点によれば、以下の構成の端末位置検出システムが提供される。即ち
、この端末位置検出システムは、複数の中継機と、位置演算装置と、表示装置と、を備え
る。前記中継機は、移動体とともに移動する無線ＬＡＮ端末装置から当該無線ＬＡＮ端末
装置の識別情報を含んで送信される無線フレームを受信し、その受信状態に関する受信状
態情報を作成する。前記位置演算装置は、前記中継機から取得した前記受信状態情報に基
づいて、それぞれの前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を演算により推定する。前記表示装置
は、前記位置演算装置が推定した位置を表示する。前記位置演算装置は、位置推定部と、
誤り判定部と、を備える。前記位置推定部は、前記受信状態情報に基づいて前記無線ＬＡ
Ｎ端末装置の位置を推定する。前記誤り判定部は、前記位置推定部により推定された現在
の前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が、当該無線ＬＡＮ端末装置の過去の位置との間で所定
の関係を満たす場合に、その推定された位置を誤りと判定する。前記中継機は、前記無線
ＬＡＮ端末装置からの前記無線フレームの受信時における受信強度を検出するとともに、
前記無線ＬＡＮ端末装置の識別情報を前記無線フレームから取得する。また、前記中継機
は、前記受信強度及び前記識別情報を含み、更に、前記無線フレームの受信時の通信速度
、変調方式及び通信誤り評価値のうち少なくとも何れかが含まれるように前記受信状態情
報を作成する。前記位置演算装置は登録地点受信状態情報記憶部を備える。前記登録地点
受信状態情報記憶部には、複数の地点の位置と、当該地点に配置された前記無線ＬＡＮ端
末装置が前記無線フレームを送信したときに、当該無線フレームを受信した前記中継機の
それぞれが作成した受信状態情報と、を関連づけて事前に記憶しておくことが可能である
。前記位置演算装置は、前記中継機から受信状態情報を受信したときは、当該受信状態情
報と、前記登録地点受信状態情報記憶部に記憶された受信状態情報である登録受信状態情
報と、を比較し、前記受信強度の差異のほか、前記無線フレームの受信時の通信速度、変
調方式及び通信誤り評価値のうち少なくとも何れかの差異の評価を含めた乖離度を計算す
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ることによって、最も近いと判定された登録受信状態情報に対応する地点を前記無線ＬＡ
Ｎ端末装置の現在の位置であると推定する選択推定処理を行う。前記表示装置は、前記位
置演算装置が推定した位置を、前記誤り判定部によって誤りと判定されたものを除いて表
示することが可能である。
【０００９】
　これにより、位置推定部が推定した位置が過去の位置から不自然に移動したような位置
関係にある場合は、その位置を誤りと判定し、表示装置での表示から除外することができ
る。従って、表示装置における位置表示の挙動が不安定になることを防止し、信頼性の高
い端末位置検出システムを提供することができる。更に、中継機と無線ＬＡＮ端末装置と
の位置関係に応じて大きく変化する受信強度を用いて無線ＬＡＮ端末装置の位置推定を行
うので、良好な推定精度を実現できる。また、無線ＬＡＮ端末装置に一意に付与される識
別情報が受信状態情報に含まれるので、複数の無線ＬＡＮ端末装置であっても、それぞれ
を容易に特定した上でその位置を推定することができる。更に、中継機の数が少なくても
、受信状態情報に含まれる多様なパラメータを用いて、無線ＬＡＮ端末装置の位置を良好
な精度で推定することができる。また、例えば間取りが複雑な構造物等、電波が複雑に反
射し易い環境においても、無線ＬＡＮ端末装置の位置を良好な精度で推定することができ
る。
【００１０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記誤り判定部は、前記位置推定部により得
られた現在の前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が、当該無線ＬＡＮ端末装置の直近の位置を
含む所定の領域の外側にある場合に誤りと判定することが好ましい。
【００１１】
　これにより、表示装置における位置表示が不連続的に移動するような挙動を防止できる
ので、安定的で自然な表示を実現することができる。
【００１２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記誤り判定部は、前記所定の領域を、当該
無線ＬＡＮ端末装置の直近までの位置変化を考慮して定めることが好ましい。
【００１３】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置が属する移動体の直前までの移動方向、移動速度等を
考慮して、推定された位置が誤りであるか否かを的確に判定することができる。
【００２０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置から前記無線フレームを受信したときは、その受信
強度を検出し、当該受信強度を含んだ受信状態情報を作成して前記位置演算装置に送信す
るように構成されている。前記位置演算装置は、前記中継機から前記受信状態情報を受信
したときは、少なくとも前記受信強度について、現在及び過去に受信した複数の受信状態
情報を対象として平均値を計算する。前記受信状態情報と前記登録受信状態情報との間で
受信強度同士を比較するときは、前記受信状態情報における受信強度として前記平均値を
用いる。
【００２１】
　これにより、受信状態における受信強度のバラツキを予め取り除いた状態で登録受信状
態情報と比較できるので、より信頼性の高い位置推定を実現できる。
【００２２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記位置演算装置は、複数の受信状態情報か
ら前記受信強度の平均値を計算するときは、所定の範囲から外れる受信強度を有する受信
状態情報については、前記平均値を計算する対象から除外することが好ましい。
【００２３】
　これにより、明らかにノイズと判るような極端な受信状態情報を除外することができる
ので、より信頼性の高い位置推定を実現できる。
【００２４】
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　前記の端末位置検出システムにおいては、前記位置演算装置は、前記登録地点受信状態
情報記憶部に記憶された複数の登録受信状態情報の間を補間する計算を行うことにより、
当該登録地点受信状態情報記憶部に記憶されていない地点における受信状態情報を推定し
、これを当該登録地点受信状態情報記憶部に追加的に記憶させることが可能であることが
好ましい。
【００２５】
　これにより、システムの運用前の段階で、実際に無線ＬＡＮ端末装置をその場所へ持っ
て行かなければならない地点の数を減らすことができるので、作業負担を低減することが
できる。
【００２６】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記位置演算装置は、前記登録地点受信状態情報記憶部に新規の地点及び受信状態情報を関
連づけて記憶させようとする場合において、既に記憶されている前記登録受信状態情報の
何れかと当該新規の受信状態情報との乖離度が所定の値より小さく、当該登録受信状態情
報に対応する地点と前記新規の地点との距離が所定距離より大きいときは、登録警告情報
を作成する。
【００２７】
　これにより、受信状態情報が相互に似ていて紛らわしい地点があることがシステムの運
用前の段階で早期に判明するので、中継機の追加又はレイアウト変更等の対策を素早く検
討することができる。
【００２８】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記位置演算装置は、前記登録地点受信状態
情報記憶部に記憶されている地点に前記無線ＬＡＮ端末装置が位置していることを前記選
択推定処理以外の方法で推定又は確認した場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置が送信した
無線フレームに基づいて前記中継機が作成した受信状態情報で、前記登録地点受信状態情
報記憶部の内容のうち当該地点に対応する登録受信状態情報を更新することが好ましい。
【００２９】
　これにより、登録受信状態情報を必要に応じて適宜更新することができるので、例えば
無線ＬＡＮ端末装置の送信出力の経時変化や、中継機の受信感度の経時変化等に対応する
ことができる。この結果、長期間にわたって良好な精度で位置推定を行うことができる。
【００３０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記位置演算装置は、前記中継機から受信し
た受信状態情報と、当該受信状態情報に最も近いと判定された登録受信状態情報と、の間
の近似度を評価した位置精度情報を作成することが好ましい。
【００３１】
　これにより、位置精度情報を用いて、無線ＬＡＮ端末装置の位置推定の状況を適切に把
握することができるので、ユーザは状況に応じた的確な判断を行うことができる。
【００３２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置から前記無線フレームを受信したときは、その受信
強度を検出し、当該受信強度を含んだ受信状態情報を作成して前記位置演算装置に送信す
るように構成されている。前記位置演算装置は、前記中継機から前記受信状態情報を受信
したときは、少なくとも前記受信強度について、現在及び過去に受信した複数の受信状態
情報を対象として平均値を計算する。前記受信強度の平均値の計算に用いられる受信状態
情報の数は、前記位置精度情報に基づいて変化する。
【００３３】
　これにより、位置精度が良くないときは平均値の計算の対象となる受信状態情報の数を
増やすようにすることで、安定した位置推定精度を実現することができる。一方、位置精
度が良好なときは平均値の計算の対象となる受信状態情報の数を減らすことで、リアルタ
イム性を重視した位置表示を行うことができる。
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【００３４】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記表示装置は、前記位置演算装置が推定し
た位置を表示するとともに、前記位置精度情報に応じて変化する視覚的表示を行うことが
好ましい。
【００３５】
　これにより、表示装置を見ることで現在の位置推定の確度について容易に確認すること
ができるので、状況を一層総合的に把握することができる。
【００３６】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記表示装置は、前記位置演算装置が推定し
た位置を、前記無線ＬＡＮ端末装置の位置管理を行う領域を示す地図に重ねるようにして
表示することが好ましい。
【００３７】
　これにより、移動体の管理領域内での位置を一層素早く且つ的確に理解することができ
る。
【００３８】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、火災検出センサを備える。そして、前記火災検出センサが火
災を検出した場合は、当該火災検出センサの位置を前記地図に重ねるようにして前記表示
装置に表示する。
【００３９】
　これにより、火災の発生位置が移動体（人物）との関係で瞬時に把握できるので、素早
い緊急対応が可能になる。また、火災の発生位置、地図、移動体の位置を１つの表示装置
に表示できるため、情報の一元的な把握が簡単になるとともに、表示装置のコンパクト化
も容易になる。
【００４０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記中継機は、他の中継機が送信した無線フ
レームを受信して、当該無線フレームの送信元である中継機の識別情報と、前記無線フレ
ームの受信強度の情報と、を含む中継機間受信状態情報を作成可能に構成されていること
が好ましい。
【００４１】
　これにより、中継機同士で送受信してその受信状態を取得することで、中継機の受信感
度の経時変化等、位置演算装置の位置推定精度の管理やメンテナンス作業の際に参考とな
る有用な情報を得ることができる。
【００４２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記位置演算装置は、それぞれの前記中継機から前記中継機間受信状態情報を反復して取得
するように構成されている。現在の中継機間受信状態情報が直近の中継機間受信状態情報
より変化し、その変化量が所定値より大きい場合は、中継機に異常が発生した旨の異常情
報を作成する。
【００４３】
　これにより、自己診断により中継機の異常を早期発見できるので、位置演算装置による
位置推定精度を長期間にわたって良好に維持することができる。
【００４４】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記位置演算装置は登録地点受信状態情報記憶部を備える。前記登録地点受信状態情報記憶
部には、複数の地点の位置と、当該地点に配置された前記無線ＬＡＮ端末装置が前記無線
フレームを送信したときに、当該無線フレームを受信した前記中継機のそれぞれが作成す
る受信状態情報と、を関連づけて事前に記憶しておくことが可能である。前記位置演算装
置は、前記中継機から受信状態情報を受信したときは、当該受信状態情報と、前記登録地
点受信状態情報記憶部に記憶された受信状態情報である登録受信状態情報と、を比較し、
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最も近いと判定された登録受信状態情報に対応する地点を前記無線ＬＡＮ端末装置の現在
の位置であると推定する選択推定処理を行う。前記受信状態情報に最も近い登録受信状態
情報の判定にあたっては、異常の発生が検知された中継機に関する受信状態情報と登録受
信状態情報の差よりも、それ以外の中継機に関する受信状態情報と登録受信状態情報の差
を重点的に考慮する。
【００４５】
　これにより、特定の中継機に異常が発生して信頼性が低下した場合にも柔軟に対応して
、的確な位置推定を実現することができる。
【００４６】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記中継機は、前記無線ＬＡＮ端末装置からの無線フレームの電波強度が所定時間以内に所
定値より大きく低下したことを検出した場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置の前記識別情
報を含む電波強度低下情報を作成して前記位置演算装置に送信するように構成されている
。前記位置演算装置は、推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の落下危険領域に
あるときに前記電波強度低下情報を受信したときは、落下検知情報を作成する。前記表示
装置は、前記落下検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００４７】
　これにより、移動体の高所からの落下が疑われる状況を素早く検知して表示装置に表示
できるので、近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行うことができる。
また、そのような高所からの落下の危険がない領域に無線ＬＡＮ端末装置があるときは、
電波強度の鋭い低下を検出しても異常発生表示は行われないので、誤報が頻発することを
防止できる。
【００４８】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の落下を検出可能な加速度センサを備えるとともに、この
加速度センサが自機の落下を検出すると落下検知信号を中継機に送信するように構成され
ている。前記位置演算装置は、推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の落下危険
領域にあるときに前記落下検知信号を受信したときは、落下検知情報を作成する。前記表
示装置は、前記落下検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００４９】
　これにより、移動体の高所からの落下が疑われる状況を素早く検知して表示装置に表示
できるので、近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行うことができる。
また、加速度センサにより自機の落下を直接的に検出するので、移動体の落下を的確に検
知することができる。更に、そのような高所からの落下の危険がない領域に無線ＬＡＮ端
末装置があるときは、落下検知信号を受信しても異常発生表示は行われないので、誤報の
発生を防止できる。
【００５０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の長時間の落下を検知すると、落下検知信号を前記中継機
に送信するように構成されている。前記表示装置は、前記落下検知信号に基づいて異常発
生表示を行う。
【００５１】
　これにより、移動体の長時間の落下を素早く検知して表示装置に表示できるので、近く
の者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行うことができる。
【００５２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記無線ＬＡＮ端末装置は、自機の水没を検知すると、水没信号を前記中継機に送信するよ
うに構成されている。前記表示装置は、前記水没信号に基づいて異常発生表示を行う。
【００５３】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置の水没を素早く検知して表示装置に表示できるので、
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近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行うことができる。
【００５４】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、船舶位置取得装置と、海流情報取得装置と、を備える。前記
船舶位置取得装置は、当該端末位置検出システムが設置されている船舶の位置を取得する
。前記海流情報取得装置は、前記船舶の周辺における海流の情報を取得する。前記表示装
置は、前記異常発生表示を行うときは、異常発生時における前記船舶の位置及び周辺の海
流の情報を併せて表示する。
【００５５】
　これにより、移動体（例えば、船員）が船舶から落水した場合において、異常の発生を
知らせるとともに救助のための有用な情報が表示装置に自動的に表示されるので、的確な
処置を素早く行うことができる。
【００５６】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、人体を検出することが可能な人体検出装置を備える。前記人
体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な領域内に
設定される所定の管理領域の境界部分に配置される。前記位置演算装置は、前記人体検出
装置の近傍に前記無線ＬＡＮ端末装置が存在しないにもかかわらず当該人体検出装置が人
体を検出した場合は、端末不携帯者検知情報を作成する。前記表示装置は、前記端末不携
帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００５７】
　これにより、不審者の侵入等を素早く検知して的確な対応を行うことができる。
【００５８】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることもできる。即ち、この
端末位置検出システムは、人体を検出することが可能な人体検出装置を備える。前記人体
検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な領域内に設
定される所定の管理領域の境界部分に配置される。前記位置演算装置は、前記人体検出装
置の近傍に前記無線ＬＡＮ端末装置が存在しないか、前記人体検出装置の近傍に存在する
前記無線ＬＡＮ端末装置のすべてが一定時間以上静止しているにもかかわらず、当該人体
検出装置が人体を検出した場合は、端末不携帯者検知情報を作成する。前記表示装置は、
前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００５９】
　即ち、人体検出装置が人体を検出したときに、当該人体検出装置の近傍で検出された無
線ＬＡＮ端末装置が全て静止状態だった場合は、無線ＬＡＮ端末装置とともに移動体（人
体）が前記人体検出装置の設置場所を通過しようとしているのではないと考えられる。従
って、このときは端末不携帯者検知情報を作成するようにすることで、端末不携帯者のゲ
ート通過を正確に検出して異常表示することができる。
【００６０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、人体を検出することが可能な人体検出装置を備える。前記人
体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な領域内に
設定される所定の管理領域の境界部分に配置される。前記位置演算装置は、前記人体検出
装置の配置場所で前記管理領域の境界を通過する前記無線ＬＡＮ端末装置が検出されない
にもかかわらず、前記人体検出装置が人体を検出した場合は、端末不携帯者検知情報を作
成する。前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００６１】
　これにより、人体検出装置が人体を検出したときに、人体検出装置の配置場所で前記管
理領域の境界を通過する無線ＬＡＮ端末装置が検出された場合以外は、端末不携帯者が人
体検出装置の設置場所を通過したものと判断される。従って、端末不携帯者の通過を正確
に検出して異常表示することができる。
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【００６２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、人体を検出することが可能な人体検出装置を備える。前記人
体検出装置は、前記位置演算装置が前記無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定可能な領域内に
設定される所定の管理領域の境界部分に配置される。前記中継機のうち少なくとも１つは
、前記人体検出装置による人体検出領域の近傍に配置される。前記位置演算装置は、前記
人体検出領域の近傍に配置される中継機から取得した前記受信状態情報が所定の条件を満
たさないにもかかわらず、前記人体検出装置が人体を検出した場合は、端末不携帯者検知
情報を作成する。前記表示装置は、前記端末不携帯者検知情報に基づいて異常発生表示を
行う。
【００６３】
　即ち、人体検出装置の配置場所で前記管理領域の境界を移動体（人体）が無線ＬＡＮ端
末装置とともに通過しようとしている場合、その移動体の無線ＬＡＮ端末装置から送信さ
れた無線フレームは、当該人体検出装置の人体検出領域の近傍に配置された中継機によっ
て相当に良好に受信されるはずである。本発明ではこのことを利用して、このように中継
機が無線フレームを良好に受信できた場合以外は、端末不携帯者が人体検出装置の検出領
域を通過したものと判断する。従って、端末不携帯者の通過を正確に検出して異常表示す
ることができる。
【００６４】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記人体検出装置は複数備えられる。前記位置演算装置は、前記人体検出装置の近傍で検出
された無線ＬＡＮ端末装置の識別情報が、それぞれの前記人体検出装置に応じて定められ
る通過許可条件を満たすか否かを判定し、満たさない場合は通過不許可者検知情報を作成
する。前記表示装置は、前記通過不許可者検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【００６５】
　これにより、人体検出装置ごとに、その設置場所を通過可能な移動体と通過できない移
動体を管理することができる。また、通過不可能な移動体が人体検出装置の設置場所を通
過した場合には、異常を適切に表示することができる。
【００６６】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、こ
の端末位置検出システムは、前記人体検出装置が人体を検出するのに連動して当該人体を
撮影可能なカメラを備える。異常発生時に、前記カメラによって撮影した画像を前記無線
ＬＡＮ端末装置に配信可能に構成されている。
【００６７】
　これにより、不審者の情報を素早く周知することで、周囲の者に一層適切な対応を促す
ことができる。
【００６８】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記位置演算装置が推定した前記無線ＬＡＮ端末装置の位置が所定の禁止領域内にある場合
に禁止領域立入検知情報を作成する。前記表示装置は、前記禁止領域立入検知情報に基づ
いて異常発生表示を行う。
【００６９】
　これにより、禁止領域への移動体の立入りを素早く検知して的確な対応を行うことがで
きる。
【００７０】
　前記の端末位置検出システムにおいては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前
記無線ＬＡＮ端末装置は情報表示部を備えている。異常発生時においては、当該異常の内
容を示す情報を前記無線ＬＡＮ端末装置に配信して前記情報表示部に表示させる。
【００７１】
　これにより、発生した異常の内容を移動体（人物）に配信することで、多数の者が救助
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及び避難等の適切な行動を迅速に開始することができる。
【００７２】
　前記の端末位置検出システムにおいては、異常発生時においては、前記位置演算装置に
よって推定された位置が異常発生地点から近い無線ＬＡＮ端末装置と、そうでない無線Ｌ
ＡＮ端末装置と、の間で異なる情報を配信可能に構成されていることが好ましい。
【００７３】
　これにより、異常発生箇所に対する位置関係に応じた的確な処置が可能になる。
【００７４】
　前記の端末位置検出システムにおいては、前記中継機は、複数フロアの建造物において
上下方向に隣り合うフロアの両方に設置されるとともに、上側のフロアの中継機は、下側
のフロアの中継機と上下方向に対応しないように配置されることが好ましい。
【００７５】
　これにより、中継機の数が少ない場合（例えば、１フロアあたり２つ）であっても、良
好な精度で無線ＬＡＮ端末装置の位置を推定することができる。従って、システムの設置
コストを低減できるとともに、配線が簡素化される。
【００７６】
　本発明の第２の観点によれば、前記の端末位置検出システムを船舶に設置するとともに
、前記無線ＬＡＮ端末装置を船員に携帯させた船員位置管理システムが提供される。
【００７７】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置を介して船員の位置を精度良く推定できる船員位置管
理システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施形態に係る端末位置検出システムの全体的な構成を示した概略図
。
【図２】無線ＬＡＮ端末装置の機能ブロック図。
【図３】中継機の機能ブロック図。
【図４】位置演算装置の機能ブロック図。
【図５】受信状態情報記憶部の記憶内容を概念的に示す図。
【図６】システム運用の前段階において、船舶内において無線ＬＡＮ端末装置から無線フ
レームを送信させる地点の例を示す図。
【図７】無線ＬＡＮ端末装置が図６の各地点から無線フレームを送信させたときの、各中
継機が測定した電波強度を示すグラフ。
【図８】地点選択部が推定した無線ＬＡＮ端末装置の位置を誤り判定部が判定する様子を
示す概念図。
【図９】表示装置の機能ブロック図。
【図１０】表示装置によるディスプレイへの描画例を示す図。
【図１１】描画部における描画レイヤを示す概念図。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
　次に、発明の実施の形態を説明する。図１は本発明の一実施形態に係る端末位置検出シ
ステム１の全体的な構成を示した概略図である。
【００８０】
　図１に示す端末位置検出システム１は、建造物としての船舶２０１において、検出対象
者（移動体）１００の位置をリアルタイムに検出して視覚的に表示するためのものである
。この検出対象者としては様々に考えられるが、典型的には、当該船舶２０１の船員、乗
客、関係者等である。
【００８１】
　この端末位置検出システム１は、複数の無線ＬＡＮ端末装置２と、複数の中継機３と、
位置演算装置４と、表示装置５と、を備える。中継機３と位置演算装置４は、有線ＬＡＮ
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６によって相互に接続されている。
【００８２】
　本実施形態において、無線ＬＡＮ端末装置２は、前記検出対象者１００がそれぞれ常時
携帯するＶｏＩＰ端末として構成されている。また、中継機３は無線ＬＡＮアクセスポイ
ントとして構成されている。以上の構成により、無線と有線を組み合わせたローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）が構築されている。
【００８３】
　それぞれの無線ＬＡＮ端末装置２には、当該無線ＬＡＮ端末装置２を識別するための一
意の識別子（識別情報）が割り当てられている。無線ＬＡＮ端末装置２は、前記識別子の
情報を含んだ無線フレームを送信することができる。
【００８４】
　中継機３は、船舶のほぼ全体を含むように予め設定された位置検出対象領域に設置され
ている。また、複数の中継機３のそれぞれは、前記位置検出対象領域のどこに無線ＬＡＮ
端末装置２があったとしても、少なくとも何れかの中継機３は当該無線ＬＡＮ端末装置２
からの前記無線フレームを受信できるように、そのレイアウトが適切に定められている。
それぞれの中継機３は、無線ＬＡＮ端末装置２から無線フレームを受信した場合は、それ
に基づいて受信状態情報を作成し、位置演算装置４へ有線ＬＡＮ６を介して送信する。
【００８５】
　本実施形態において、前記船舶２０１は船室部分が複数フロアを有するように構成され
ている。当該船室部分において、中継機３は複数フロアのそれぞれに配置されており、か
つ、それぞれの中継機３は、すぐ上の階又は下の階の中継機３と上下方向で対応しない位
置に配置されている。これにより、無線ＬＡＮ端末装置２と同フロアの中継機３のみなら
ず、上下フロアの中継機３を効率的に活用することで、中継機３の設置個数を減らしても
無線ＬＡＮ端末装置２の位置演算精度を実用的なレベルに維持することができる。この結
果、設備コストを低減できる。
【００８６】
　位置演算装置４及び表示装置５は、船員の位置を管理するための装置であり、例えば船
舶のブリッジ部に設置されている。位置演算装置４はサーバとして動作するものであり、
制御装置及び処理装置としてのＣＰＵ、記憶装置としてのＲＯＭ及びＲＡＭ等を備えて構
成されている。位置演算装置４は、各中継機３から受信した受信状態情報に基づいて各無
線ＬＡＮ端末装置２の位置（ひいては、当該無線ＬＡＮ端末装置２を携帯する検出対象者
１００の位置）を演算により推定し、端末位置情報を作成する。この端末位置情報は表示
装置５に送信され、この表示装置５は当該端末位置情報に基づいて、検出対象者１００の
位置を表示する。
【００８７】
　有線ＬＡＮ６にはＧＰＳ装置（船舶位置取得装置）７及び海流情報取得装置８が接続さ
れており、自船の位置及び周辺の海流情報を取得することができる。
【００８８】
　また、船舶２０１の適宜位置には火災検出センサ９が配置されており、この火災検出セ
ンサ９は、有線ＬＡＮ６に接続された火災場所取得装置１０に接続されている。火災場所
取得装置１０は、火災検出センサ９から火災検知信号を受信すると、その旨の信号（火災
検知信号）とともに、当該火災検出センサ９の位置を位置演算装置４に送信することがで
きる。なお、この火災検出センサ９は、無線ＬＡＮ端末装置２の位置管理を行う領域内に
配置されても良いし、当該領域外に配置されても良い。
【００８９】
　船舶２０１の乗船口及び下船口としてのゲート２０２には、人体検出装置としてのゲー
ト通過検出装置１１が配置されている。このゲート通過検出装置１１は、人体センサとし
ての赤外線センサ１２と、画像撮影装置としてのカメラ１３と、を備えている。
【００９０】
　この構成で、ゲート通過検出装置１１は、ゲート２０２を通過しようとする人物１０１
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を赤外線センサ１２によって検知すると、自動的にカメラ１３で当該人物１０１を撮影で
きるようになっている。ゲート通過検出装置１１は無線ＬＡＮに接続されており、人体を
検出した旨の信号、あるいはカメラ１３で撮影した画像を、中継機３を介して位置演算装
置４に送信できるように構成されている。
【００９１】
　また、位置演算装置４は、様々な要因で発生する異常を検知して異常情報を出力するこ
とがある。表示装置５は、この異常情報が入力されると、異常が発生した旨をディスプレ
イに表示する（異常発生表示）。このように、表示装置５は、各無線ＬＡＮ端末装置２の
位置のほか、各種の情報を単一のディスプレイに表示することができる。
【００９２】
　次に、図２を参照して無線ＬＡＮ端末装置２の構成を説明する。図２は無線ＬＡＮ端末
装置２の機能ブロック図である。
【００９３】
　図２に示す無線ＬＡＮ端末装置２は、無線を使用したＶｏＩＰ端末として構成されてい
る。この無線ＬＡＮ端末装置２は、無線送受信機２１と、アンテナ２２と、ディスプレイ
（情報表示部）２３と、マイク２４と、スピーカ２５と、水検出センサ２６と、加速度セ
ンサ２７と、ＳＯＳスイッチ２８と、非常情報作成部２９と、を備えている。また、無線
ＬＡＮ端末装置２は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアを備えてい
る。
【００９４】
　無線送受信機２１は、中継機３との間で無線接続してデータパケット（ＭＡＣフレーム
）の単位で通信を行い、音声、画像、テキストメッセージ等の各種データをやり取りする
ことができる。無線送受信機２１は読出専用メモリからなるＭＡＣアドレス記憶部２１ａ
を備えており、このＭＡＣアドレス記憶部２１ａには前記識別子としてのＭＡＣアドレス
が記憶されている。このＭＡＣアドレスはそれぞれの無線送受信機２１について一意に定
まるように付与されており、前記ＭＡＣフレームのあて先及び送信元を指すアドレスとし
て用いられる。
【００９５】
　無線ＬＡＮ端末装置２は、無線送受信機２１を用いて、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｂ
で規定されたＭＡＣフレームを所定の時間間隔（例えば、１秒～３秒に１回の間隔）で送
信することができる。このＭＡＣフレームには、送信元の無線ＬＡＮ端末装置２（即ち自
機）のＭＡＣアドレス、前述の各種データが格納されるユーザデータ、及びフレームチェ
ックシーケンス（ＦＣＳ）が含まれている。ＦＣＳはデータ伝送時に発生したビット誤り
を検出するためのものであり、本実施形態では誤り検出技術として、３２ビットの巡回冗
長検査（ＣＲＣ）を用いている。
【００９６】
　無線送受信機２１は、前記ＭＡＣフレームに物理層のヘッダを適宜付加した上で、相手
側の装置へ無線フレームとして送信する。前記物理層のヘッダのうちＰＬＣＰヘッダ（物
理層コンバージェンスプロトコルヘッダ）の部分には、実際の送信に用いられるデータ伝
送速度及び変調方式に関する情報が含まれている。なお、ＭＡＣフレーム送信時の前記デ
ータ伝送速度及び変調方式は、その時点での電波状態等に応じて適宜変更される。
【００９７】
　無線ＬＡＮ端末装置２は、各種の情報を表示可能なディスプレイ２３を備えている。そ
して無線ＬＡＮ端末装置２は、他の装置から送信されたＭＡＣフレームを無線送受信機２
１が受信した場合は、当該ＭＡＣフレームから画像、テキストメッセージ等を取り出して
前記ディスプレイ２３に表示できるように構成されている。
【００９８】
　前記マイク２４及びスピーカ２５は、無線ＬＡＮ端末装置２をＶｏＩＰ端末として機能
させるための音声入力部及び音声出力部として機能する。マイク２４から入力された音声
データは適宜ディジタル符号化された上でパケット化され、当該パケットを前記無線送受
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信機２１が無線フレームとして他の装置へ送信する。一方、音声データのパケットが無線
送受信機２１に送信されてきた場合は、当該音声データが適宜復元されてスピーカ２５か
ら出力される。
【００９９】
　水検出センサ２６は、無線ＬＡＮ端末装置２を携帯する検出対象者１００が例えば船舶
のデッキから落水したことを検知するためのものである。水検出センサ２６は、水を検知
したときは非常情報作成部２９に適宜の信号を出力する。この信号が入力された非常情報
作成部２９は、無線ＬＡＮ端末装置２が（検出対象者１００とともに）水没したものと判
断し、落水を検知した旨の情報を無線送受信機２１から無線送信させる。
【０１００】
　加速度センサ２７も同様に、前記検出対象者１００の落水を検知するためのものである
。加速度センサ２７の出力信号は非常情報作成部２９へ入力される。非常情報作成部２９
は、加速度センサ２７が無重力に近い状態を所定時間以上継続して検知し、その直後に大
きな加速度を検知した場合は、無線ＬＡＮ端末装置２が（検出対象者１００とともに）高
所から落下したものと判断し、落水が疑われる旨の情報を無線送受信機２１から無線送信
させる。
【０１０１】
　ＳＯＳスイッチ２８は、緊急事態の発生を他の装置に知らせるためのものである。例え
ば船舶の乗組員（検出対象者１００）が、海賊の襲来、危険区画での事故発生等を目撃し
た場合は、携帯している無線ＬＡＮ端末装置２のＳＯＳスイッチ２８を押すことで、当該
ＳＯＳスイッチ２８の操作信号が非常情報作成部２９に入力される。ＳＯＳスイッチ２８
の操作を検出した非常情報作成部２９は、緊急事態情報を作成して無線送受信機２１から
無線送信させる。これにより、危険の発生を迅速に知らせることができる。
【０１０２】
　次に、図３を参照して中継機３の構成を説明する。図３は中継機３の機能ブロック図で
ある。
【０１０３】
　図３に示す基地局としての中継機３は、前記無線ＬＡＮ端末装置２と無線フレームを送
受信して各種データのやり取りを行うとともに、無線ＬＡＮ端末装置２から送信される電
波強度を計測できるように構成されている。この中継機３は、無線送受信機３１と、アン
テナ３２と、誤り度計算部３３と、受信状態情報作成部３４と、を備えている。また、中
継機３は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアを備えている。
【０１０４】
　無線送受信機３１は、無線ＬＡＮ端末装置２の無線送受信機２１との間で無線フレーム
を送受信できるように構成されている。この無線送受信機３１は、ＭＡＣアドレス記憶部
３１ａと、ＭＡＣアドレス取得部３１ｂと、電波強度計測部３１ｃと、通信条件取得部３
１ｄと、通信エラー検出部３１ｅと、を備えている。
【０１０５】
　ＭＡＣアドレス記憶部３１ａは、無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレス記憶部２１ａ
と同様に、一意の識別子であるＭＡＣアドレスを記憶するように構成されている。
【０１０６】
　ＭＡＣアドレス取得部３１ｂは、無線ＬＡＮ端末装置２から受信した無線フレームを解
析して、送信元の当該無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスを取得できるように構成さ
れている。
【０１０７】
　電波強度計測部３１ｃは、無線ＬＡＮ端末装置２から無線フレームを受信した際の電波
強度（受信強度）を測定できるように構成されている。
【０１０８】
　通信条件取得部３１ｄは、無線ＬＡＮ端末装置２から受信した無線フレームに含まれる
前記ＰＬＣＰヘッダを解析することで、無線フレームを受信した際の伝送速度及び変調方
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式を取得することができる。
【０１０９】
　通信エラー検出部３１ｅは、無線ＬＡＮ端末装置２から受信した無線フレームの内容に
基づいてＣＲＣを計算し、前記ＦＣＳと照合する。そして、その照合結果に基づいて通信
エラーの発生の有無を判断し、その結果を誤り度計算部３３へ出力することができる。通
信エラーの検出は所定の時間間隔で反復して行われるので、その検出結果（通信エラーの
有無）は次々と誤り度計算部３３に入力される。
【０１１０】
　誤り度計算部３３は、直近に入力された複数個（具体的には、４個）のエラー検出結果
を記憶できるとともに、当該エラー検出結果に基づいて所定の計算を行うことで誤り度を
計算することができる。この誤り度は、通信エラーが頻発し易い状況であるか否かを評価
した値であり、エラーが頻発する状況では誤り度は１に近くなる一方、エラーが全く発生
しない場合は誤り度が０になる。
【０１１１】
　この誤り度の計算は、具体的には以下のように行われる。即ち、最初に作業変数の内容
を０にリセットする。次に、最も新しいエラー検出結果が「エラーあり」だった場合は、
作業変数の内容に０．４を加算する（「エラーなし」だった場合は加算しない）。同様に
、２番目に新しい検出結果が「エラーあり」だった場合は０．３を、３番目が「エラーあ
り」だった場合は０．２を、４番目が「エラーあり」だった場合は０．１を、それぞれ作
業変数に加算する。以上の計算により得られた作業変数の値が誤り度である。
【０１１２】
　中継機３の無線送受信機３１が無線ＬＡＮ端末装置２からの無線フレームを受信すると
、受信状態情報作成部３４は、当該無線ＬＡＮ端末装置２からの受信状態に関する情報（
受信状態情報）を作成する。この受信状態情報には、ＭＡＣアドレス取得部３１ｂにより
得られた無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスと、ＭＡＣアドレス記憶部３１ａに記憶
されている中継機３自身のＭＡＣアドレスと、が含まれる。更に、この受信状態情報は、
電波強度計測部３１ｃにより計測された電波強度と、通信条件取得部３１ｄにより取得さ
れたデータ伝送速度及び変調方式と、誤り度計算部３３により計算された誤り度と、を含
んで作成される。受信状態情報作成部３４は、作成した受信状態情報を位置演算装置４へ
有線ＬＡＮ６を介して送信する。
【０１１３】
　次に、図４を参照して位置演算装置４の構成を説明する。図４は位置演算装置４の機能
ブロック図である。
【０１１４】
　図４に示す位置演算装置４は、１台の無線ＬＡＮ端末装置２から送信された無線フレー
ムを１又は複数の中継機３が受信して、それぞれの中継機３が作成した受信状態情報に基
づき、当該無線ＬＡＮ端末装置２の位置を推定できるように構成されている。
【０１１５】
　位置演算装置４は、受信状態情報取得部４１と、受信状態情報記憶部４２と、登録地点
受信状態情報記憶部４３と、位置履歴情報記憶部４４と、領域特性情報記憶部４５と、演
算部４６と、を備えている。
【０１１６】
　受信状態情報取得部４１は、中継機３が作成した前記受信状態情報を有線ＬＡＮ６経由
で受信し、これを受信状態情報記憶部４２に保存できるように構成されている。
【０１１７】
　ここで、１台の無線ＬＡＮ端末装置２が送信した無線フレームが周囲の複数の中継機３
に受信された場合は、中継機３のそれぞれが当該無線フレームについて受信状態情報を作
成することになる。従って、その場合は、無線ＬＡＮ端末装置２の１回の無線フレームの
送信に基づいて複数の受信状態情報が作成され、それぞれが受信状態情報記憶部４２に記
憶される。
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【０１１８】
　図５には、受信状態情報記憶部４２の記憶内容の例が概念的に示されている。図５の表
において、１つの行が１つの受信状態情報を表している。表の上側の３行（第１行～第３
行）は、ＭＡＣアドレス［ＡＡ：ＢＢ：ＣＣ：ＤＤ：ＥＥ：０１］を有する無線ＬＡＮ端
末装置２が送信した無線フレームを、ＭＡＣアドレス［ＡＢ：ＣＤ：ＥＦ：００：００：
０１］～［０３］の３台の中継機３が受信して、それぞれ作成した受信状態情報である。
【０１１９】
　また、表の第４行目に示すように、他のＭＡＣアドレスを有する無線ＬＡＮ端末装置２
が無線フレームを送信した場合についても同様に、受信状態情報記憶部４２に記憶される
。
【０１２０】
　また、詳細は図示しないが、受信状態情報記憶部４２は、送信側の無線ＬＡＮ端末装置
２のＭＡＣアドレス及び受信側の中継機３のＭＡＣアドレスが互いに等しい受信状態情報
を、複数記憶することができる。これにより、定量的な情報である電波強度や誤り度につ
いては、複数の受信状態情報の間で平均値を計算することができる。平均値を計算する際
にどこまで過去の受信状態情報を利用するか（平均値の計算に用いる受信状態情報の数）
については、任意に定めることができるが、後述の位置精度情報の値に応じて動的に変化
させることもできる。また、通常想定される電波強度の範囲として定められている所定の
範囲から電波強度の値が外れているときは、平均値の計算の際に当該データを無視するよ
うにすることで、電波強度の過度のバラツキを防止することができる。
【０１２１】
　登録地点受信状態情報記憶部４３は、システムの運用前の準備段階で、予め定めた地点
に無線ＬＡＮ端末装置２を位置させて無線フレームを送信させた場合に、当該無線フレー
ムを受信した中継機３のそれぞれが作成した受信状態情報を記憶させるものである。この
受信状態情報は、無線ＬＡＮ端末装置２の位置と関連づけた形で、登録地点受信状態情報
記憶部４３に記憶される。なお、以降の説明では、登録地点受信状態情報記憶部４３に記
憶された受信状態情報を「登録受信状態情報」と称することがある。
【０１２２】
　図６には、準備段階で無線ＬＡＮ端末装置２から無線フレームを送信させる地点（受信
状態情報を登録させる地点）がＡ～Ｊに示されている。図６は船舶内の一部の構造を平面
図として示したものであり、適宜の箇所に中継機３ｐ，３ｑ，３ｒが配置されている。
【０１２３】
　図７には、図６に示すそれぞれの地点から無線ＬＡＮ端末装置２が無線フレームを送信
した場合において、各中継機３ｐ，３ｑ，３ｒが測定した電波強度がグラフで示されてい
る。
【０１２４】
　中継機３ｐ，３ｑ，３ｒが測定する電波強度は、無線ＬＡＮ端末装置２の位置（無線フ
レームの送信地点）が中継機３から遠ざかるほど小さくなり、また、中継機３と無線ＬＡ
Ｎ端末装置２の間に壁等の障害物があると更に低下する傾向がある。また、船舶内の壁の
形状等によっても電波状況は大きく影響を受ける。従って、ある地点から近接する他の地
点に移動するだけで、中継機３ｐ，３ｑ，３ｒのそれぞれが検出する電波強度の組合せパ
ターンが大きく変化することも多い。
【０１２５】
　本実施形態ではこれに着目し、図７に示すような各中継機３ｐ，３ｑ，３ｒの電波強度
の組合せパターン（受信状態情報の組合せパターン）を、当該地点の位置情報と関連づけ
た形で登録地点受信状態情報記憶部４３に事前に記憶させている。なお、図７は説明を理
解し易くするために電波強度だけの地点ごとの変化が描かれているが、各中継機３ｐ，３
ｑ，３ｒで得られたその他の情報（例えば、伝送速度、変調方式、誤り度）についても登
録地点受信状態情報記憶部４３に記憶されることは勿論である。この登録受信状態情報は
、受信状態情報記憶部４２に記憶された受信状態情報と照合するために用いられる。
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【０１２６】
　システム運用前の準備作業としては、船舶２０１内で無線ＬＡＮ端末装置２をくまなく
移動させながら、無線ＬＡＮ端末装置２からの電波強度を各中継機３に測定させて受信状
態情報を作成させ、この受信状態情報を位置情報とともに、位置演算装置４の登録地点受
信状態情報記憶部４３に記憶させる。
【０１２７】
　ただし、この準備作業では、無線ＬＡＮ端末装置２は主要のポイントにのみ移動させて
位置情報と受信状態情報を登録させることとし、他のポイントの受信状態情報については
、補間計算による推計値を位置演算装置４に登録する構成とすることもできる。この場合
、事前準備の負担を軽減できる。
【０１２８】
　また、互いに十分に離れた地点であるにもかかわらず、受信状態（例えば電波強度）の
組合せパターン同士が偶然に良く似てしまうような場合も考えられる。これは位置検出精
度を悪化させる原因になるので、本実施形態の位置演算装置４では、新しい地点及び受信
状態情報を新規に登録しようとするごとに、当該受信状態情報と、既に登録されている登
録受信状態情報のそれぞれとの乖離度を計算するように構成されている。この乖離度とし
ては、例えば、後述するマッチング距離を用いることとすれば良い。
【０１２９】
　そして、新規登録が指定された受信状態情報と、前記登録受信状態情報の何れかと、の
乖離度が所定の値より小さかった場合には（即ち、よく似ていた場合には）、位置演算装
置４は、当該登録受信状態情報に対応する地点と、今回登録しようとする地点との距離を
計算する。そして、計算された距離が所定距離よりも大きいときは、位置演算装置４は登
録警告情報を作成し、これに基づいて所定の警告が例えば表示装置５に出力されるように
なっている。これにより、位置を誤検出するおそれが大きい地点が生じていることをシス
テム運用開始前に警告できるので、中継機３のレイアウト変更等の対策を早期に検討する
ことができる。
【０１３０】
　図４に示す領域特性情報記憶部４５は、落水の危険がある船舶内の所定の領域（例えば
、デッキ）の情報、及び、機関士以外の乗組員は原則として立ち入ってはならない機関室
の領域の情報等を記憶する。なお、上記の立入禁止区域は船員ごとに（即ち、無線ＬＡＮ
端末装置２ごとに）個別に定めることができる。
【０１３１】
　位置履歴情報記憶部４４は、後述の演算部４６による計算で得られた各無線ＬＡＮ端末
装置２の位置の履歴を、例えば直近２回分だけ記憶することができる。
【０１３２】
　演算部４６は主に、受信状態情報記憶部４２に記憶された受信状態情報に基づいて、無
線ＬＡＮ端末装置２の現在位置を推定するためのものである。この演算部４６は、マッチ
ング距離計算部４６ａと、地点選択部（位置推定部）４６ｂと、誤り判定部４６ｃと、位
置情報作成部４６ｄと、位置精度情報作成部４６ｅと、異常情報作成部４６ｆと、を備え
ている。
【０１３３】
　マッチング距離計算部４６ａは、受信状態情報記憶部４２に記憶されている受信状態情
報と、登録地点受信状態情報記憶部４３に記憶されているそれぞれの登録受信状態情報と
、の間のマッチング距離（乖離度）を計算する。
【０１３４】
　受信状態情報の要素としては、受信強度のほか、変調方式、通信速度、誤り度等がある
ので、マッチング距離は上記の要素のそれぞれの差異を適切に評価したものの合計とする
のが好ましい。例えば、受信強度に関する部分のマッチング距離は、各中継機３ｐ，３ｑ
，３ｒにおける受信強度の差を二乗和した値を用いることができる。
【０１３５】
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　また、前記マッチング距離の計算の際は、前述したとおり、中継機３から取得した受信
状態情報の電波強度あるいは誤り度として、複数の受信状態情報の間で計算した平均値を
採用することができる。この場合、ノイズの悪影響を効果的に低減することができる。
【０１３６】
　地点選択部４６ｂは、計算されたマッチング距離が最も小さい登録地点受信状態情報に
対応する地点を、図６のＡ～Ｊの地点から選択する。これにより、無線ＬＡＮ端末装置２
の位置を暫定的に定めることができる。
【０１３７】
　誤り判定部４６ｃは、地点選択部４６ｂによって得られた地点（無線ＬＡＮ端末装置２
の位置）が、位置履歴情報記憶部４４に記憶されている過去の位置から不自然に飛んでい
ないかを検査する。
【０１３８】
　以下、誤り判定部４６ｃの目的について具体的に説明する。即ち、例えば図６のＣ地点
に位置している検出対象者１００が他の場所へ向かう場合、船舶内の間取りの関係上、検
出対象者１００は必ずＢ地点又はＤ地点を通過する必要がある。従って、無線ＬＡＮ端末
装置２の位置検出を行う時間間隔を十分に短く定めれば、直前までＣ地点にあった無線Ｌ
ＡＮ端末装置２が突然に例えばＦ地点に移動することは極めて考えにくく、この場合は誤
検出として無視すべきということができる。
【０１３９】
　そこで誤り判定部４６ｃは、地点選択部４６ｂで得られた推定位置が、過去の無線ＬＡ
Ｎ端末装置２の位置との関係で不自然であるときは、位置検出に誤りが生じたと判定する
。一方、隣接する地点間で無線ＬＡＮ端末装置２が移動するような小刻みの移動の場合は
、誤り判定部４６ｃは位置の推定が正常であると判定する。
【０１４０】
　次に、誤り判定部４６ｃによる誤りの判定方法の考え方について、図８を参照して説明
する。図８（ａ）には、地点選択部４６ｂによって推定された位置が符号Ｐ１で示される
とともに、その直前（直近）の無線ＬＡＮ端末装置２の位置が符号Ｐ０で示されている。
【０１４１】
　誤り判定部４６ｃは最初に、直近の位置Ｐ０を中心とする円形の領域（許容領域）Ｑを
定める。そして、この許容領域Ｑの内部に、地点選択部４６ｂによって推定された位置Ｐ
１が入っていれば正常と判定し、当該位置Ｐ１が許容領域Ｑの外側に位置している場合は
誤りと判定する。
【０１４２】
　図８（ａ）の例では、位置Ｐ１は正常と判定される。しかし、地点選択部４６ｂによっ
て推定された位置として仮に位置Ｐ１ではなくＰ２が推定されていた場合には、当該位置
Ｐ２は誤りと判定されることになる。
【０１４３】
　なお、図８（ａ）は、無線ＬＡＮ端末装置２が直近までその場に静止していた場合の例
を示しており、このときは、許容領域Ｑは当該直近の位置Ｐ０を中心とする円形の領域と
される。ただし、直近までの無線ＬＡＮ端末装置２の位置の変化（移動方向及び移動速度
の少なくとも何れか一方）に基づいて、許容領域Ｑの形状及び大きさを適宜変更すること
もできる。図８（ｂ）は、直近まで無線ＬＡＮ端末装置２が移動していた場合を示してお
り、この場合は、許容領域Ｑはその移動方向の前方側をある程度遠方までカバーするよう
に、若干細長く形成される。なお、直近までの無線ＬＡＮ端末装置２の位置の変化は、直
近の位置Ｐ０と、その１つ前の位置と、を比較することにより取得することができる。
【０１４４】
　位置情報作成部４６ｄは、地点選択部４６ｂで得られた無線ＬＡＮ端末装置２の位置の
うち、誤り判定部４６ｃによって誤りなしと判定されたものに基づいて、位置情報を作成
する。この位置情報には、無線ＬＡＮ端末装置２の位置を座標で表したデータと、当該無
線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスの情報と、が含まれている。作成された位置情報は
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、表示装置５へ送信される。
【０１４５】
　位置精度情報作成部４６ｅは、受信状態情報と、無線ＬＡＮ端末装置２の位置として選
択された地点に対応する登録受信状態情報との前記マッチング距離に基づき、位置精度情
報を作成する。作成された位置精度情報は、表示装置５へ送信される。
【０１４６】
　異常情報作成部４６ｆは、例えば前記領域特性情報記憶部４５において立入りが禁止さ
れている領域に無線ＬＡＮ端末装置２が入った場合等に、異常である旨を表す異常情報を
作成する。この立入りの有無の判定は、例えば、立入禁止領域を矩形の組合せで表現した
場合の各頂点の座標データを前記領域特性情報記憶部４５に予め記憶させておき、位置情
報作成部４６ｄから得られる無線ＬＡＮ端末装置２の位置の座標と当該矩形の頂点の座標
とを比較することで行うことができる。作成された異常情報は、表示装置５へ送信される
。
【０１４７】
　なお、上記の説明では、位置演算装置４は登録地点受信状態情報記憶部４３の記憶内容
に基づいて無線ＬＡＮ端末装置２の位置を推定するように構成しているが、そのような推
定を行わなくても、特別な事情がある等により、無線ＬＡＮ端末装置２の位置が確認又は
推定できる場合があり得る。
【０１４８】
　また、例えば、一端に中継機３が配置された直線状の細長い道を、無線ＬＡＮ端末装置
２を携帯した検出対象者１００が当該中継機３に向かって歩き、途中でＴ字状の分岐部に
差し掛かったとする。すると、電波が脇道にも送信されるようになるので、そのときに中
継機３が受信する電波強度は若干低下する。従って、このような電波強度の挙動を監視す
ることで、無線ＬＡＮ端末装置２が当該分岐部に位置していることを推定することができ
る。
【０１４９】
　そして、登録地点受信状態情報記憶部４３に記憶されている地点の１つがその分岐路に
設定されている場合は、位置演算装置４は、無線ＬＡＮ端末装置２が前記分岐部に差し掛
かった時点において中継機３から得られた受信状態情報で、当該地点に係る既存の登録地
点受信状態情報を更新することができる。これにより、中継機３の受信感度等の経時変化
に対応して登録地点受信状態情報を適宜更新することができるので、長い期間にわたって
良好な精度の位置推定を行うことができる。
【０１５０】
　次に、図９を参照して表示装置５の構成を説明する。図９は表示装置５の機能ブロック
図である。
【０１５１】
　図９に示す表示装置５は、無線ＬＡＮ端末装置２の位置等の様々な情報を前記位置演算
装置４から受信して、各種の情報を視覚的に表示できるように構成されている。この表示
装置５は、船舶地図記憶部５１と、描画部５２と、ディスプレイ５３と、を備えている。
【０１５２】
　船舶地図記憶部５１は、船舶内の地図を表す地図データを記憶可能に構成されている。
この地図は、システム運用前の段階において、適宜の操作によって船舶地図記憶部５１に
登録される。
【０１５３】
　描画部５２は、前記地図データ、位置演算装置４から受信した位置情報及び異常情報等
に基づいて、ディスプレイ５３に所定の情報を描画する。
【０１５４】
　図１０にはディスプレイ５３の表示例が示されており、この例においては船舶の地図１
１１が描かれるとともに、位置演算装置４で検出された無線ＬＡＮ端末装置２の位置に人
の図形１１２が表示されている。この図形１１２は、無線ＬＡＮ端末装置２の検出位置が
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変化するのに応じて、その表示位置が刻々と更新されることはいうまでもない。
【０１５５】
　図１０に示すように、本実施形態の描画部５２は、位置推定の精度を表す円１１３を人
の図形１１２と同じ位置に表示するように構成されている。この円は、位置演算装置４の
位置精度情報作成部４６ｅによって作成された位置精度情報に応じて、その大きさを更新
しながら表示されるようになっている。具体的には、前記マッチング距離が小さいときは
小さい円が表示され、マッチング距離が大きいときは大きい円が表示される。これにより
、ユーザは位置推定の精度を直感的に理解することができる。
【０１５６】
　また、表示装置５が位置演算装置４から異常情報を受信したときは、当該表示装置５は
ディスプレイ５３に異常表示１１４を行うように構成されている。この異常表示１１４は
、本実施形態では「ＣＡＵＴＩＯＮ！！！」という文字列としているが、事情に応じて異
なる文字列又は図形等に変更することもできる。また、表示装置５にスピーカを備え、前
記異常表示と併せて警報音を出力するように構成すると、注意喚起効果が高まるので有利
である。
【０１５７】
　図１１は、描画部５２が行う描画方法を概念的に示したものである。描画部５２は内部
的に、地図レイヤ１２１と、位置表示レイヤ１２２と、異常表示レイヤ１２３と、を有し
ている。これらのレイヤ１２１，１２２，１２３は、互いに独立したビットマップデータ
として構成されている。そして描画部５２は、地図レイヤ１２１に地図１１１を、位置表
示レイヤ１２２に人の図形１１２及び位置推定の精度を表す円１１３を、異常表示レイヤ
１２３に異常表示１１４を、それぞれ描画した上で、３枚のレイヤを合成する。これによ
り、図９に示すように、地図１１１の上に人の図形１１２及び異常表示１１４等が重ねら
れた状態の画面を単一のディスプレイ５３に表示することができる。
【０１５８】
　この構成により、船員（検出対象者１００）のそれぞれの所在をリアルタイムに把握で
きるため、例えば機関室等での操作が発生した場合等は、近傍にいる船員に対応を要請す
ることができる。この結果、業務の効率化を実現することができる。
【０１５９】
　次に、無線ＬＡＮ端末装置２側において水検出センサ２６によって落水が検知されたり
、ＳＯＳスイッチ２８が押されたりした場合の動作について説明する。無線ＬＡＮ端末装
置２の非常情報作成部２９は、状況に応じた非常情報を作成して、無線送受信機２１から
送信させる。この非常情報は、中継機３を経由して位置演算装置４に出力される。当該非
常情報を受信した位置演算装置４は、異常情報を作成して表示装置５に送信し、これに基
づいて表示装置５に適宜の警告表示をさせる。このとき表示装置５は、上記警告表示とと
もに、当該無線ＬＡＮ端末装置２の位置を同時に表示させる。これにより、落水等が起こ
った現場の位置を迅速に把握することができる。
【０１６０】
　なお、中継機３が検知していた無線ＬＡＮ端末装置２の電波が急激に弱くなったり、途
絶えたりした場合も、船員等の落水が疑われる。これに適切に対処するために、中継機３
は図略の電波強度低下情報作成部を備えており、無線ＬＡＮ端末装置２の無線フレームの
電波強度が所定時間以内に所定値より大きく低下したことを検知したときは、その旨の情
報（電波強度低下情報）を作成して位置演算装置４に送信するように構成されている。な
お、この電波強度低下情報には、電波強度が低下した無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアド
レスの情報が含まれている。
【０１６１】
　この電波強度低下情報を受信した位置演算装置４は、領域特性情報記憶部４５を参照し
、当該無線ＬＡＮ端末装置２の位置（直近の位置）がデッキ上であったか否かを調べる。
そして、無線ＬＡＮ端末装置２の直近の位置がデッキ上だった場合は、船員（検出対象者
１００）が落水した可能性が高いと判断して、上述の場合と同様に表示装置５に適宜の警
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告表示をさせる。一方、無線ＬＡＮ端末装置２の直近の位置がデッキ上以外だった場合は
、無線ＬＡＮ端末装置２のバッテリが切れたり、エリアを外れたために電波が途絶えただ
けの可能性が高いと判断し、上記の警告表示等は行わない。これにより、誤報を少なくす
ることができる。なお、船員の直近の位置がデッキ上であったか否かの判定は、前記立入
禁止領域の判定と同様に、デッキを表す矩形領域の座標を前記領域特性情報記憶部４５に
予め記憶させておき、無線ＬＡＮ端末装置２の直近の位置の座標と比較することで行うこ
とができる。
【０１６２】
　次に、船舶に火災が発生して火災検出センサ９がそれを検知した場合の動作について説
明する。火災検出センサ９が火災を検知すると、当該火災検出センサ９に接続されている
火災場所取得装置１０が、当該火災検出センサ９の位置を含む情報を位置演算装置４に送
信する。位置演算装置４は異常情報を作成するとともに、当該火災検出センサ９の位置の
情報とともに表示装置５へ送信する。表示装置５では、火災を検知した火災検出センサ９
の位置（即ち、火災発生位置）を、各船員の位置（人の図形１１２）とともに地図１１１
に重ねて表示する。
【０１６３】
　これにより、火災検出時の出火場所を即座に把握できる。また、火元の近隣に位置する
船員の無線ＬＡＮ端末装置２に対して火災発生メッセージを配信することにより、迅速な
消火及び避難活動を行うことができる。更に、区画を密閉して炭酸ガス消火を行う際は、
（炭酸ガス消火装置の動作が人命に関わることから）内部に人員がいないことを確認する
必要があるが、このときに本実施形態の端末位置検出システム１を判断の材料の１つとす
ることができる。この場合、区画から人員が退避していることの確認は表示装置５上で迅
速に行うことができるので、早期の消火が可能になる。
【０１６４】
　また、上記の端末位置検出システム１は、船舶の接岸中において船員が乗船中か下船中
かを把握する目的で使用することもできる。即ち、ある船員が携帯する無線ＬＡＮ端末装
置２からの無線フレームが中継機３で検出された場合には、当該船員が乗船中であり、そ
うでない場合は下船中であると判断することができる。また、前記ゲート２０２を通過す
る船員の移動する向きを位置演算装置４を用いて求めることで、船員の乗船及び下船を検
知することもできる。船員の乗船、下船が検知された場合、表示装置５にその旨を表示す
るようにすれば良い。以上により、例えば乗員が下船したままでの出港を回避することが
できる。
【０１６５】
　また、端末位置検出システム１は、例えば、関係者以外の者が無線ＬＡＮ端末装置２を
携帯しないにもかかわらず前記ゲート２０２を通過して乗船又は下船しようとするのを検
知することもできる。即ち、位置演算装置４は、ゲート通過検出装置１１の赤外線センサ
１２が人間の通過を検知したにもかかわらず、ゲート通過検出装置１１の近傍に設定され
た所定の領域に無線ＬＡＮ端末装置２が存在しないと判定した場合は、端末不携帯者検知
情報を作成する。表示装置５は、この端末不携帯者検知情報を受信すると、その旨の異常
が発生したことを適宜表示する。従って、ユーザは、予期しない何者かがゲート２０２を
通過したことを早期に把握して備えることができる。このとき、ゲート通過時の不携帯者
をカメラ１３で撮影し、その画像をそれぞれの無線ＬＡＮ端末装置２に配信することで、
船員は不審者の様子等の極めて有用な情報を前もって得ることができ、より的確な対応が
可能になる。
【０１６６】
　ただし、例えばゲート２０２の近くで船員がたまたま体を休めており、その船員の無線
ＬＡＮ端末装置２が検出されている場合は、不審者のゲート２０２の通過を適切に検出で
きないおそれがあると考えられる。これを防止するためには、無線ＬＡＮ端末装置２の位
置の履歴を用いることが有効である。即ち、例えば、ゲート通過検出装置１１の近傍で無
線ＬＡＮ端末装置２が検出された場合でも、それが一定時間以上静止している場合には、
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当該無線ＬＡＮ端末装置２はゲート通過者の無線ＬＡＮ端末装置２ではないと判断するこ
とができる。そして、それ以外に無線ＬＡＮ端末装置２がゲート通過検出装置１１の近傍
で検出されないにもかかわらず、ゲート通過検出装置１１の赤外線センサ１２が人間の通
過を検知した場合は、上記の端末不携帯者検知情報を作成するようにすれば良い。
【０１６７】
　また、それぞれの無線ＬＡＮ端末装置２の位置の変化を追跡し、実際にゲート２０２を
通過している無線ＬＡＮ端末装置２が検出されていない場合に、赤外線センサ１２で検知
した者は無線ＬＡＮ端末装置２の不携帯者であるとして、上記の端末不携帯者検知情報を
作成することもできる。更には、ゲート通過検出装置１１とほぼ同じ位置（例えば、ゲー
ト２０２の通路と直接対面する位置）に前記中継機３を配置した上で、当該中継機３が例
えば略最高レベルの受信状態を検出していない場合に、ゲート通過者は無線ＬＡＮ端末装
置２の不携帯者であるとして、端末不携帯者検知情報を作成する構成とすることもできる
。
【０１６８】
　以上のようにしてゲート２０２を通過する不審者を検出することができるが、無線ＬＡ
Ｎ端末装置２を携帯している者であっても、例えばゲート２０２が複数設置されている場
合、通過できる者をそれぞれのゲート２０２ごとに制限したい場合が考えられる。この場
合は、例えば以下のように構成することが考えられる。即ち、それぞれのゲート２０２ご
とに通過許可条件を予め定めた上で、位置演算装置４が、ゲート通過検出装置１１の近傍
で検出された無線ＬＡＮ端末装置２（即ち、ゲート２０２を通過した者の無線ＬＡＮ端末
装置２）のＭＡＣアドレスに基づいて、当該無線ＬＡＮ端末装置２の携帯者がゲート２０
２を通過可能な者か否かを判定するようにする。なお、通過許可条件の例としては、通過
可能な者に係る無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスのリストとすることが考えられる
。そして、通過が禁止されているのにゲート２０２を通過した者がいた場合、位置演算装
置４はその旨の情報（通過不許可者検知情報）を作成する。そして、表示装置５は、この
通過不許可者検知情報に基づいて異常情報を適宜表示する。以上により、複数のゲート２
０２ごとに人員の出入りを適切に管理することができる。
【０１６９】
　なお、上記の構成において受信状態情報は、中継機３が無線ＬＡＮ端末装置２と無線で
送受信することで作成されていたが、中継機３同士が無線で送受信することによって、中
継機３と中継機３の間の受信状態情報（以下、中継機間受信状態情報と称する）を作成す
ることもできる。この中継機間受信状態情報の内容は、前述の無線ＬＡＮ端末装置２から
の無線フレーム受信に係る受信状態情報と実質的に同一である。
【０１７０】
　中継機３は、他の中継機３が送信する無線フレームを受信して解析することにより、上
記の中継機間受信状態情報を作成して位置演算装置４に送信する。この中継機間受信状態
情報の作成及び送信は、所定の時間間隔で繰り返して行われる。
【０１７１】
　位置演算装置４は、刻々と受信される中継機間受信状態情報の内容の変化を監視する。
そして、中継機間受信状態情報の内容が従来から変化し、その変化量が所定値より大きい
場合（即ち、中継機３の性能が急激に変化した場合）は、中継機３に異常が発生した旨の
異常情報を作成し、表示装置５側へ送信するように構成されている。これにより、いわゆ
る自己診断機能が実現され、ユーザは表示装置５の表示によって中継機３の異常の発生を
迅速に認識することができる。
【０１７２】
　また、上記の自己診断機能において異常が発生したと判断された中継機３については、
当該中継機３が受信状態情報を通常どおり作成したとしても、その内容を全面的に信頼し
て無線ＬＡＮ端末装置２の位置を推定することはできない。そこで、位置演算装置４は、
前記マッチング距離計算部４６ａによるマッチング距離の計算において、当該異常に係る
中継機３が作成した受信状態情報を登録受信状態情報と比較したときの差よりも、他の（
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正常な）中継機３が作成した受信状態情報を登録受信状態情報と比較したときの差を重点
的に考慮するようになっている。これにより、一部の中継機３に異常が発生した場合でも
、位置推定の精度を一定程度確保することができる。
【０１７３】
　以上に示すように、本実施形態の端末位置検出システム１は、複数の中継機３と、位置
演算装置４と、表示装置５と、を備える。それぞれの中継機３は、検出対象者１００とと
もに移動する無線ＬＡＮ端末装置２から当該無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスを含
んで送信される無線フレームを受信したときは、その受信状態に関する受信状態情報を作
成する。位置演算装置４は、中継機３から取得した受信状態情報に基づいて、それぞれの
無線ＬＡＮ端末装置２の位置を演算により推定する。表示装置５は、位置演算装置４が推
定した位置を表示する。位置演算装置４は、地点選択部４６ｂと、誤り判定部４６ｃと、
を備える。地点選択部４６ｂは、受信状態情報に基づいて前記無線ＬＡＮ端末装置２の位
置を推定する。誤り判定部４６ｃは、地点選択部４６ｂにより推定された現在の無線ＬＡ
Ｎ端末装置２の位置が、当該無線ＬＡＮ端末装置２の過去の位置との間で所定の関係を満
たす場合に、その推定された位置を誤りと判定する。表示装置５は、位置演算装置４が推
定した位置を、誤り判定部４６ｃによって誤りと判定されたものを除いて表示することが
可能である。
【０１７４】
　これにより、地点選択部４６ｂが推定した位置が過去の位置から不自然に移動したよう
な位置関係にある場合は、その位置を誤りと判定し、表示装置５での表示から除外するこ
とができる。従って、表示装置５における位置表示の挙動が不安定になることを防止し、
信頼性の高い端末位置検出システムを提供することができる。
【０１７５】
　また、本実施形態において誤り判定部４６ｃは、地点選択部４６ｂにより得られた現在
の無線ＬＡＮ端末装置２の位置が、当該無線ＬＡＮ端末装置２の直近の位置を含む所定の
領域の外側にある場合に誤りと判定する。
【０１７６】
　これにより、表示装置５における位置表示が不連続的に移動するような挙動を防止でき
るので、安定的で自然な表示を実現することができる。
【０１７７】
　また、本実施形態において誤り判定部４６ｃは、前記所定の領域を、当該無線ＬＡＮ端
末装置２の直近までの位置変化を考慮して定めている。
【０１７８】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置２を携帯する検出対象者１００の直前までの移動方向
、移動速度等を考慮して、推定された位置が誤りであるか否かを的確に判定することがで
きる。
【０１７９】
　また、本実施形態において中継機３は、無線ＬＡＮ端末装置２からの無線フレームの受
信時における受信強度を検出するとともに、無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスを無
線フレームから取得する。そして中継機３は、受信強度及びＭＡＣアドレスを含むように
受信状態情報を作成する。
【０１８０】
　これにより、中継機３と無線ＬＡＮ端末装置２との位置関係に応じて大きく変化する受
信強度を用いて無線ＬＡＮ端末装置２の位置推定を行うので、良好な推定精度を実現でき
る。また、無線ＬＡＮ端末装置２に一意に付与されるＭＡＣアドレスが受信状態情報に含
まれるので、複数の無線ＬＡＮ端末装置２であっても、それぞれを容易に特定した上でそ
の位置を推定することができる。
【０１８１】
　また、本実施形態において中継機３が作成する受信状態情報は、無線フレームの受信時
の通信速度、変調方式及び誤り度を含む。
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【０１８２】
　これにより、中継機３の数が少なくても、受信状態情報に含まれる多様なパラメータを
用いて、無線ＬＡＮ端末装置２の位置を良好な精度で推定することができる。
【０１８３】
　また、本実施形態の位置演算装置４は登録地点受信状態情報記憶部４３を備える。この
登録地点受信状態情報記憶部４３には、複数の地点の位置（図６のＡ～Ｊの地点）と、当
該地点に配置された無線ＬＡＮ端末装置２が無線フレームを送信したときに、当該無線フ
レームを受信した中継機３のそれぞれが作成する受信状態情報と、を関連づけて事前に記
憶しておくことが可能である。位置演算装置４は、中継機３から受信状態情報を受信した
ときは、当該受信状態情報と、登録地点受信状態情報記憶部４３に記憶された受信状態情
報である登録受信状態情報と、を比較する。そして、地点選択部４６ｂは、受信状態情報
に最も近いと判定された登録受信状態情報に対応する地点を無線ＬＡＮ端末装置２の現在
の位置であると推定する選択推定処理を行う。
【０１８４】
　これにより、例えば間取りが複雑な構造物等、電波が複雑に反射し易い環境においても
、無線ＬＡＮ端末装置２の位置を良好な精度で推定することができる。
【０１８５】
　また、本実施形態において中継機３は、無線ＬＡＮ端末装置２から無線フレームを受信
したときは、その受信強度を検出し、当該受信強度を含んだ受信状態情報を作成して位置
演算装置４に送信するように構成されている。一方、位置演算装置４は、中継機３から受
信状態情報を受信したときは、少なくとも受信強度について、現在及び過去に受信した複
数の受信状態情報を対象として平均値を計算する。そして、位置演算装置４は、受信状態
情報と前記登録受信状態情報との間で受信強度同士を比較するときは、前記受信状態情報
における受信強度として前記平均値を用いる。
【０１８６】
　これにより、受信状態における受信強度のバラツキを予め取り除いた状態で登録受信状
態情報と比較できるので、より信頼性の高い位置推定を実現できる。
【０１８７】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、複数の受信状態情報から受信強度の平均
値を計算するときは、所定の範囲から外れる受信強度を有する受信状態情報については、
平均値を計算する対象から除外するようになっている。
【０１８８】
　これにより、明らかにノイズと判るような極端な受信状態情報を除外することができる
ので、より信頼性の高い位置推定を実現できる。
【０１８９】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、登録地点受信状態情報記憶部４３に記憶
された複数の登録受信状態情報の間を補間する計算を行うことにより、当該登録地点受信
状態情報記憶部４３に記憶されていない地点における受信状態情報を推定し、これを当該
登録地点受信状態情報記憶部４３に追加的に記憶させることが可能である。
【０１９０】
　これにより、システムの運用前の段階で、実際に無線ＬＡＮ端末装置２をその場所へ持
って行かなければならない地点の数を減らすことができるので、作業負担を低減すること
ができる。
【０１９１】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、登録地点受信状態情報記憶部４３に新規
の地点及び受信状態情報を関連づけて記憶させようとする場合においては、既に記憶され
ている登録受信状態情報の何れかと当該新規の受信状態情報との乖離度が所定の値より小
さく、当該登録受信状態情報に対応する地点と前記新規の地点との距離が所定距離より大
きいときは、登録警告情報を作成する。
【０１９２】
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　これにより、受信状態情報が相互に似ていて紛らわしい地点があることがシステムの運
用前の段階で早期に判明するので、中継機３の追加又はレイアウト変更等の対策を素早く
検討することができる。
【０１９３】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、登録地点受信状態情報記憶部４３に記憶
されている地点に無線ＬＡＮ端末装置２が位置していることを前記選択推定処理以外の方
法で推定又は確認した場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置２が送信した無線フレームに基
づいて中継機３が作成した受信状態情報で、登録地点受信状態情報記憶部４３の内容のう
ち当該地点に対応する登録受信状態情報を更新する。
【０１９４】
　これにより、登録受信状態情報を必要に応じて適宜更新することができるので、例えば
無線ＬＡＮ端末装置２の送信出力の経時変化や、中継機３の受信感度の経時変化等に対応
することができる。この結果、長期間にわたって良好な精度で位置推定を行うことができ
る。
【０１９５】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、中継機３から受信した受信状態情報と、
当該受信状態情報に最も近いと判定された登録受信状態情報と、の間の近似度を評価した
位置精度情報を作成する。
【０１９６】
　これにより、位置精度情報を用いて、無線ＬＡＮ端末装置２の位置推定の状況を適切に
把握することができるので、ユーザは状況に応じた的確な判断を行うことができる。
【０１９７】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、中継機３から受信状態情報を受信したと
きは、少なくとも受信強度について、現在及び過去に受信した複数の受信状態情報を対象
として平均値を計算する。受信強度の平均値の計算に用いられる受信状態情報の数は、前
記位置精度情報に基づいて変化する。
【０１９８】
　これにより、位置精度が良くないときは平均値の計算の対象となる受信状態情報の数を
増やすようにすることで、安定した位置推定精度を実現することができる。一方、位置精
度が良好なときは平均値の計算の対象となる受信状態情報の数を減らすことで、リアルタ
イム性を重視した位置表示を行うことができる。
【０１９９】
　また、本実施形態において表示装置５は、位置演算装置４が推定した位置を表示すると
ともに、位置精度情報に応じて大きさが変化する円１１３を併せて表示している。
【０２００】
　これにより、表示装置５を見ることで現在の位置推定の確度について容易に確認するこ
とができるので、状況を一層総合的に把握することができる。
【０２０１】
　また、本実施形態において表示装置５は、位置演算装置４が推定した位置を、船舶内の
地図１１１に重ねるようにして表示している。
【０２０２】
　これにより、検出対象者１００の船舶内での位置を一層素早く且つ的確に理解すること
ができる。
【０２０３】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１においては、火災検出センサ９が火災を検
出した場合は、当該火災検出センサ９の位置を前記地図１１１に重ねるようにして表示装
置５に表示する。
【０２０４】
　これにより、火災の発生位置が検出対象者１００との関係で瞬時に把握できるので、素
早い緊急対応が可能になる。また、火災の発生位置、地図１１１、検出対象者１００の位
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置を１つの表示装置５に表示できるため、情報の一元的な把握が簡単になるとともに、表
示装置５のコンパクト化も容易になる。
【０２０５】
　また、本実施形態において中継機３は、他の中継機３が送信した無線フレームを受信し
て、当該無線フレームの送信元である中継機３のＭＡＣアドレスと、無線フレームの受信
強度の情報と、を含む中継機間受信状態情報を作成することができる。
【０２０６】
　これにより、中継機３同士で送受信してその受信状態を取得することで、中継機３の受
信感度の経時変化等、位置演算装置４の位置推定精度の管理やメンテナンス作業の際に参
考となる有用な情報を得ることができる。
【０２０７】
　また、本実施形態において位置演算装置４は、それぞれの中継機３から中継機間受信状
態情報を反復して取得するように構成されている。そして位置演算装置４は、現在の中継
機間受信状態情報が直近の中継機間受信状態情報より変化し、その変化量が所定値より大
きい場合は、中継機３に異常が発生した旨の異常情報を作成する。
【０２０８】
　これにより、自己診断により中継機３の異常を早期発見できるので、位置演算装置４に
よる位置推定精度を長期間にわたって良好に維持することができる。
【０２０９】
　また、本実施形態において、位置演算装置４のマッチング距離計算部４６ａは、異常の
発生が検知された中継機３に関する受信状態情報と登録受信状態情報の差よりも、それ以
外の中継機３に関する受信状態情報と登録受信状態情報の差を重点的に考慮したマッチン
グ距離を計算するように構成されている。そして、地点選択部４６ｂは、前記マッチング
距離に基づき、中継機３から取得した受信状態情報に最も近いと判定された登録受信状態
情報に対応する地点を、無線ＬＡＮ端末装置２の現在の位置であると推定する。
【０２１０】
　これにより、特定の中継機３に異常が発生して信頼性が低下した場合にも柔軟に対応し
て、的確な位置推定を実現することができる。
【０２１１】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１において、中継機３は、無線ＬＡＮ端末装
置２からの無線フレームの電波強度が所定時間以内に所定値より大きく低下したことを検
出した場合には、当該無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレスを含む電波強度低下情報を
作成して位置演算装置４に送信するように構成されている。そして、位置演算装置４は、
推定した無線ＬＡＮ端末装置２の位置が所定の落下危険領域（例えば、デッキ）にあると
きに電波強度低下情報を受信したときは、落下検知情報を作成する。また、表示装置５は
、前記落下検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【０２１２】
　これにより、検出対象者１００の船舶からの落水を素早く検知して表示装置５に表示で
きるので、近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行うことができる。ま
た、落水の危険がない領域に無線ＬＡＮ端末装置２があるときは、電波強度の鋭い低下を
検出しても異常発生表示は行われないので、誤報が頻発することを防止できる。
【０２１３】
　なお、上記のように中継機３が電波強度の低下を検出して電波強度低下情報を送信する
代わりに、以下のように構成することもできる。即ち、無線ＬＡＮ端末装置２の加速度セ
ンサ２７が自機の落下を検出した場合は、落下検知信号を中継機３に送信し、中継機３は
、受信した落下検知信号を位置演算装置４に送信する。このとき、中継機３は、当該落下
検知信号を送信した無線ＬＡＮ端末装置２のＭＡＣアドレス等を、位置演算装置４に併せ
て送信する。そして、位置演算装置４は、推定した無線ＬＡＮ端末装置２の位置が所定の
落下危険領域（例えば、デッキ）にあるときに落下検知信号を受信したときは、落下検知
情報を作成する。
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【０２１４】
　これにより、検出対象者１００の船舶からの落水を素早く検知して表示装置５に表示で
きる。また、加速度センサ２７により自機の落下を直接的に検出するので、落水を的確に
検知することができる。更には、そのような高所からの落下の危険がない領域（デッキ以
外の領域）に無線ＬＡＮ端末装置２があるときは、落下検知信号が受信されても異常発生
表示は行われないので、誤報の発生を防止できる。
【０２１５】
　また、本実施形態において無線ＬＡＮ端末装置２は、自機の長時間の落下を検知すると
（具体的には、加速度センサ２７が無重力に近い状態を所定時間以上継続して検知し、そ
の直後に大きな加速度を検知すると）、落下検知信号を中継機３に送信するように構成さ
れている。表示装置５は、落下検知信号に基づいて異常発生表示を行う。
【０２１６】
　これにより、検出対象者１００の長時間の落下（船舶からの落水を含む）を素早く検知
して表示装置５に表示できるので、近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速
に行うことができる。
【０２１７】
　また、本実施形態において無線ＬＡＮ端末装置２は、自機の水没を水検出センサ２６で
検知すると、水没信号を中継機３に送信するように構成されている。表示装置５は、前記
水没信号に基づいて異常発生表示を行う。
【０２１８】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置２の水没（船舶からの落水を含む）を素早く検知して
表示装置５に表示できるので、近くの者に指示して現場に急行させる等の処置を迅速に行
うことができる。
【０２１９】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１は、ＧＰＳ装置７と、海流情報取得装置８
と、を備える。ＧＰＳ装置７は、船舶２０１の位置を取得する。海流情報取得装置８は、
船舶２０１の周辺における海流の情報を取得する。表示装置５は、異常発生表示を行うと
きは、異常発生時における船舶２０１の位置及び周辺の海流の情報を併せて表示する。
【０２２０】
　これにより、検出対象者１００（例えば、船員）が船舶２０１から落水した場合におい
て、異常の発生を知らせるとともに救助のための有用な情報が表示装置５に自動的に表示
されるので、的確な処置を素早く行うことができる。
【０２２１】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１は、人体を検出することが可能なゲート通
過検出装置１１を備える。このゲート通過検出装置１１は、所定の管理領域（位置演算装
置４が無線ＬＡＮ端末装置２の位置を推定可能な領域内に設定される領域）の境界部分で
あるゲート２０２に配置される。位置演算装置４は、ゲート通過検出装置１１の近傍に無
線ＬＡＮ端末装置２が存在しないにもかかわらず当該ゲート通過検出装置１１が人体を検
出した場合は、端末不携帯者検知情報を作成する。表示装置５は、前記端末不携帯者検知
情報に基づいて異常発生表示を行う。
【０２２２】
　これにより、不審者の乗船等を素早く検知して的確な対応を行うことができる。
【０２２３】
　なお、本実施形態の端末位置検出システム１においては、位置演算装置４は、ゲート通
過検出装置１１の近傍に無線ＬＡＮ端末装置２が存在しないか、ゲート通過検出装置１１
の近傍に存在する無線ＬＡＮ端末装置２のすべてが一定時間以上静止しているにもかかわ
らず、ゲート通過検出装置１１が人体を検出した場合は、端末不携帯者検知情報を作成す
るように構成することもできる。
【０２２４】
　即ち、ゲート通過検出装置１１が人体を検出したときに、当該ゲート通過検出装置１１
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の近傍で検出された無線ＬＡＮ端末装置２が全て静止状態だった場合は、ゲート２０２を
通過しようとしている船員はいないと考えられる。従って、このときは端末不携帯者検知
情報を作成するようにすることで、端末不携帯者のゲート通過を正確に検出して異常表示
することができる。
【０２２５】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１においては、位置演算装置４は、ゲート通
過検出装置１１の配置場所で前記管理領域の境界を通過する無線ＬＡＮ端末装置２が検出
されないにもかかわらず、ゲート通過検出装置１１が人体を検出した場合は、端末不携帯
者検知情報を作成するように構成することもできる。
【０２２６】
　これにより、ゲート通過検出装置１１が人体を検出したときに、ゲート通過検出装置１
１の配置場所で前記管理領域の境界を通過する無線ＬＡＮ端末装置２が検出された場合以
外は、端末不携帯者がゲート２０２を通過したものと判断される。従って、端末不携帯者
のゲート通過を正確に検出して異常表示することができる。
【０２２７】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１においては、複数の中継機３のうち１つを
ゲート通過検出装置１１の近傍に配置した場合、以下のようにすることもできる。即ち、
ゲート通過検出装置１１の近傍に配置された中継機３から取得した受信状態情報が所定の
条件（具体的には、受信状態がほぼ最良のレベルであること）を満たさないにもかかわら
ず、ゲート通過検出装置１１が人体を検出した場合は、位置演算装置４が端末不携帯者検
知情報を作成する。
【０２２８】
　これにより、ゲート通過検出装置１１が人体を検出したときに、ゲート通過検出装置１
１の近傍の中継機３が無線ＬＡＮ端末装置２からの無線フレームを極めて良好に受信した
場合以外は、端末不携帯者がゲート２０２を通過したものと判断される。従って、簡素な
制御により、端末不携帯者のゲート通過を正確に検出して異常表示することができる。
【０２２９】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１は、前記ゲート２０２（ゲート通過検出装
置１１）が複数配置されている場合、以下のように構成することもできる。即ち、位置演
算装置４は、ゲート通過検出装置１１の近傍で検出された無線ＬＡＮ端末装置２の識別情
報が、それぞれのゲート２０２（ゲート通過検出装置１１）に応じて定められる通過許可
条件を満たすか否かを判定し、満たさない場合は通過不許可者検知情報を作成する。表示
装置５は、通過不許可者検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【０２３０】
　これにより、ゲート２０２ごとに（ゲート通過検出装置１１ごとに）、当該ゲート２０
２を通過可能な者と通過できない者を管理することができる。そして、通過不可能な者が
ゲート２０２を通過した場合には異常を適切に表示することができる。
【０２３１】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１は、ゲート通過検出装置１１が人体を検出
するのに連動して当該人体を撮影可能なカメラ１３を備える。そして端末位置検出システ
ム１は、異常発生時に、カメラ１３によって撮影した画像を無線ＬＡＮ端末装置２に配信
することができる。
【０２３２】
　これにより、不審者の情報を素早く周知することで、検出対象者１００としての乗組員
に一層適切な対応を促すことができる。
【０２３３】
　また、本実施形態において、位置演算装置４は、推定した無線ＬＡＮ端末装置２の位置
が所定の禁止領域（例えば、前記立入禁止区域）内にある場合に禁止領域立入検知情報を
作成する。表示装置５は、禁止領域立入検知情報に基づいて異常発生表示を行う。
【０２３４】
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　これにより、禁止領域への乗組員等の立入りを素早く検知して的確な対応を行うことが
できる。
【０２３５】
　また、本実施形態において、無線ＬＡＮ端末装置２はディスプレイ２３を備えている。
そして端末位置検出システム１は、異常発生時においては、当該異常の内容の情報を無線
ＬＡＮ端末装置２に配信してディスプレイ２３に表示させる。
【０２３６】
　これにより、発生した異常の内容を検出対象者１００に配信することで、船舶内の多数
の者が救助及び避難等の適切な行動を迅速に開始することができる。
【０２３７】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１は、異常発生時においては、位置演算装置
４によって推定された位置が異常発生地点から近い無線ＬＡＮ端末装置２と、そうでない
無線ＬＡＮ端末装置２と、の間で、異なる情報を配信可能に構成されている。
【０２３８】
　これにより、例えば火災が発生した場合において、火元に最も近い乗組員には当該火元
付近にある可燃性物質等を除去する等の応急処置を指示し、やや離れた乗組員には、後の
炭酸ガス消火に備えて直ちに火元の区画から避難すべき旨を指示する等、異常発生箇所に
対する位置関係に応じた的確な処置が可能になる。
【０２３９】
　また、本実施形態の端末位置検出システム１において、中継機３は、複数フロアの建造
物において上下方向に隣り合うフロアの両方に設置される。そして、上側のフロアの中継
機３は、下側のフロアの中継機３と上下方向に対応しないように配置されている。
【０２４０】
　これにより、例えば無線ＬＡＮ端末装置２が上側のフロアに位置している場合に、上側
のフロアのみならず下側のフロアの中継機３も効率的に活用して、無線ＬＡＮ端末装置２
の位置を推定することができる。特に、下側のフロアの中継機３は上側のフロアの中継機
３と上下方向で対応しない位置にあるので、当該下側のフロアの中継機３の受信状態を、
無線ＬＡＮ端末装置２の上側のフロアにおける位置（平面方向での位置）を推定するため
の有力な根拠とすることができる。従って、中継機３の数がより少ない場合（例えば、１
フロアあたり２つ）であっても、無線ＬＡＮ端末装置２の位置をほぼ問題ない精度で推定
することができる。従って、システムの設置コストを低減できるとともに、配線が簡素化
される。
【０２４１】
　また、本実施形態では、端末位置検出システム１を船舶に設置するとともに、無線ＬＡ
Ｎ端末装置２を船員に携帯させることで、船員位置管理システムが構築されている。
【０２４２】
　これにより、無線ＬＡＮ端末装置２を介して船員の位置を精度良く推定できる船員位置
管理システムを提供することができる。
【０２４３】
　以上に本発明の好適な実施形態を説明したが、上記の構成は例えば下記のように変更す
ることができる。
【０２４４】
　受信状態情報としては、上記実施形態では変調方式、通信速度、電波強度、誤り度の４
つを含むように構成されているが、そのうち何れか１つ～３つを省略することもできる。
また、前記誤り度の計算は上記の方法に限らず、適宜定めることができる。
【０２４５】
　誤り判定部４６ｃにおいて用いられる許容領域Ｑの形状は円形に限らず、他の任意の形
状に変更することができる。
【０２４６】
　ゲート通過検出装置１１は、上記実施形態では赤外線センサ１２で人体を検出するよう
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に構成されているが、これに代えて前記カメラ１３のモーションセンサによって人体を検
出するように変更することができる。
【０２４７】
　前記無線ＬＡＮ端末装置２として、無線ＬＡＮ機能付きの汎用の携帯電話を使用するこ
ともできる。
【０２４８】
　本発明の端末位置検出システムは、船舶での使用に限定されるものではなく、例えば病
院、学校、老人ホーム等の各種施設で、移動体たる人物の位置を検出あるいは管理するた
めに適用することができる。
【符号の説明】
【０２４９】
　１　端末位置検出システム
　２　無線ＬＡＮ端末装置
　３　中継機
　４　位置演算装置
　５　表示装置
　４６ｂ　地点選択部（位置推定部）
　４６ｃ　誤り判定部
　１００　検出対象者（移動体）

【図１】 【図２】
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