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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのアクセスポイント（ＡＰ）から信号を受信する通信部と、
　周辺環境の映像を撮影するカメラ部と、
　前記カメラ部によって撮影された映像を出力する表示部と、
　周辺に存在するＡＰに対して名称及び信号の強さを含む属性を確認し、前記確認された
属性に基づいて、前記周辺環境の映像と前記少なくとも一つのＡＰとを共にプレビュー画
面に出力し、前記プレビュー画面の外に存在するＡＰの方向を示す情報を前記プレビュー
画面に表示するように制御する制御部と、を備えることを特徴とするポータブル端末でア
クセスポイントを検索するための装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰを異なる色相またはアイコンで区分して出力するこ
とを特徴とする請求項１に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための装
置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの受信信号の強さを出力することを特徴とする請求
項１に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための装置。
【請求項４】
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　前記制御部は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの受信信号の強さを等高線の形式で出力し、
　前記等高線の間隔で受信信号の強さと前記ＡＰとの距離を区分して出力することを特徴
とする請求項３に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記プレビュー画面上に出力されたＡＰの中のユーザーから選択されたＡＰに接続する
ように処理することを特徴とする請求項１に記載のポータブル端末でアクセスポイントを
検索するための装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの位置情報をＷｉ－Ｆｉプロファイルに含ませて出
力することを特徴とする請求項１に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索する
ための装置。
【請求項７】
　少なくとも一つのアクセスポイント（ＡＰ）から信号を受信する段階と、
　周辺環境の映像を撮影して出力する段階と、
　周辺に存在するＡＰに対して名称及び信号の強さを含む属性を確認する段階と、
　前記確認された属性に基づいて、前記周辺環境の映像と前記少なくとも一つのＡＰとを
共にプレビュー画面に出力する段階と、
　前記プレビュー画面の外に存在するＡＰの方向を示す情報を前記プレビュー画面に表示
する段階と、を有することを特徴とするポータブル端末でアクセスポイントを検索するた
めの方法。
【請求項８】
　前記プレビュー画面に出力する段階は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰを異なる色相またはアイコンで区分して出力する段
階を含むことを特徴とする請求項７に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索す
るための方法。
【請求項９】
　前記プレビュー画面に出力する段階は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの受信信号の強さを出力する段階を含むことを特徴
とする請求項７に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための方法。
【請求項１０】
　前記プレビュー画面に出力する段階は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの受信信号の強さを等高線の形式で出力し、
　前記等高線の間隔で受信信号の強さと前記ＡＰとの距離を区分して出力する段階である
ことを特徴とする請求項９に記載のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための
方法。
【請求項１１】
　前記ポータブル端末でアクセスポイント（ＡＰ）を検索するための方法は、
　前記プレビュー画面上にＡＰを出力した後、出力されたＡＰの中のユーザーから選択さ
れるＡＰを確認する段階と、
　前記確認されたＡＰに接続する段階と、を含むことを特徴とする請求項７に記載のポー
タブル端末でアクセスポイントを検索するための方法。
【請求項１２】
　前記ポータブル端末でアクセスポイント（ＡＰ）を検索するための方法は、
　前記確認された周辺に存在するＡＰの位置情報をＷｉ－Ｆｉプロファイルに含ませて出
力する段階を含むことを特徴とする請求項７に記載のポータブル端末でアクセスポイント
を検索するための方法。
 



(3) JP 5869858 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレスＬＡＮの機能を提供するポータブル端末に係り、より詳しくは、
拡張現実技法とアクセスポイント（ＡＰ）の検索機能を結合して検索したアクセスポイン
ト（ＡＰ）の名称、信号の強さだけでなくアクセスポイント（ＡＰ）の位置を視覚的に提
供するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ポータブル端末は、現代人になくてはならない必需品として老若男女を問わず用
いられ、サービス提供者や端末製造者は、他社と差別化された製品（またはサービス）を
競争的に開発している。
　例えば、ポータブル端末は、電話帳、ゲーム、短文メッセージ、電子メール、モーニン
グコール、ＭＰ３、スケジュール管理機能、デジタルカメラ、マルチメディアメッセージ
及びワイヤレスインターネットサービスが可能なマルチメディア器機等に発展し、多様な
サービスをユーザーに提供している。
【０００３】
　このようなポータブル端末において、マルチメディアメッセージとワイヤレスインター
ネットを含むパケットデータサービスを利用するためには、当該サービスのアクセスポイ
ントとの接続を行わなければならない。
　すなわち、ポータブル端末は、アクセスポイント（ＡＰ）にデータを送ることによって
パケットデータサービスを利用することができ、アクセスポイント（ＡＰ）が存在しない
環境ではパケットデータサービスを利用することができない。
【０００４】
　パケットデータサービスを利用するために、通常、ポータブル端末は、周辺に存在する
アクセスポイント（ＡＰ）を検索した後、信号の強さが適合したアクセスポイント（ＡＰ
）を優先的に接続する。すなわち、ポータブル端末は、接続したアクセスポイント（ＡＰ
）のリストを記憶し、そのエリアへ行った時に自動的に接続するＷｉ－Ｆｉプロファイル
を用いる。
【０００５】
　しかし、このような方法は、ポータブル端末の周辺に存在するアクセスポイント（ＡＰ
）を検索してユーザーに提供することはできるが、アクセスポイント（ＡＰ）の位置（Ａ
Ｐが存在する方向）に対する情報をユーザーに提供することはできない。
　このような理由により、ポータブル端末が、実際のインターネットサービスを利用する
ことができない微弱な信号を提供するアクセスポイント（ＡＰ）だけを検索した状態で、
アクセスポイント（ＡＰ）の位置に移動する場合、サービスの利用は可能なもののアクセ
スポイント（ＡＰ）の位置を知ることができないため、アクセスポイント（ＡＰ）へ接続
してサービスを利用することができないという問題点が発生していた。
【０００６】
　もちろんこのような問題点は、Ｗｉ－Ｆｉ地域を検索するアプリケーションで解決する
ことができるが、このような方法は、あらかじめ事業者が提供する無料Ｗｉ－Ｆｉ地域の
み検索が可能であるという問題点があった。
　したがって、上記のような問題点を解決するために、ポータブル端末で検索されたアク
セスポイント（ＡＰ）の位置情報を提供する装置及び方法が強く求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国特許公開第１０－２０１１－０００４９７４号公報
【特許文献２】韓国特許公開第１０－２００８－００２４８７３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、本発明の目的は、ポータ
ブル端末でアクセスポイント（ＡＰ）の検索性能を高めた装置及び方法を提供することに
ある。
　本発明の目的は、ポータブル端末でアクセスポイント（ＡＰ）の検索機能と拡張現実技
法を結合して提供するための装置及び方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の目的は、ポータブル端末で拡張現実技法を用いてのアクセスポイント（ＡＰ）
位置の提供のための装置及び方法を提供することにある。
　本発明の目的はポータブル端末でプレビュー画面上に出力されたアクセスポイント（Ａ
Ｐ）を選択してアクセスポイント（ＡＰ）との接続を行うようにする装置及び方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によるポータブル端末でアクセスポイント（
ＡＰ）を検索するための装置は、周辺アクセスポイント（ＡＰ）の信号を受信する通信部
と、前記アクセスポイント（ＡＰ）検索のための入力を受ける入力部と、前記アクセスポ
イント（ＡＰ）の検索の時に周辺の環境を撮影するカメラ部と、前記カメラ部によって撮
影された映像をプレビュー画面に出力する表示部と、周辺に存在するアクセスポイント（
ＡＰ）の属性を把握して前記アクセスポイント（ＡＰ）の位置を把握するＡＰ属性把握部
と、前記把握された周辺のアクセスポイント（ＡＰ）の位置に対応するようにプレビュー
画面に出力するように制御する制御部を含む。
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によるポータブル端末でアクセスポイント（
ＡＰ）を検索するための方法は、ワイファイ検索の時に周辺の環境を撮影して周辺のアク
セスポイント（ＡＰ）の信号を受信する段階と、前記撮影された映像をプレビュー画面に
出力する段階と、周辺に存在するアクセスポイント（ＡＰ）の属性を把握して前記アクセ
スポイント（ＡＰ）の位置を把握する段階と、前記把握された周辺アクセスポイント（Ａ
Ｐ）の位置に対応するようにプレビュー画面に出力する段階を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、拡張現実技法を用いてアクセスポイント（ＡＰ）の位置を提供するこ
とによって、アクセスポイント（ＡＰ）の検索性能を高めることができ、プレビュー画面
にアクセスポイント（ＡＰ）の位置を含む情報を出力して、周辺に存在するアクセスポイ
ント（ＡＰ）の名称、信号の強さ及びアクセスポイント（ＡＰ）が位置する方向に対する
情報を正確に把握することができる。
　また、本発明によれば、プレビュー画面を確認して接続するアクセスポイント（ＡＰ）
を選択するようにして、選択されたアクセスポイント（ＡＰ）との接続を実行するように
処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の拡張現実技法を用いてアクセスポイント（ＡＰ）の検索機能を提供する
ポータブル端末の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるポータブル端末のアクセスポイント（ＡＰ）の検索過
程を示す流れ図である。
【図３】本発明の一実施形態によるポータブル端末のアクセスポイント（ＡＰ）の検索過
程を示す流れ図である。
【図４】（Ａ）は本発明の一実施形態によるポータブル端末においてワイヤレスＬＡＮの
機能実行によってアクセスポイント（ＡＰ）を検索する画面を示す図面であり、（Ｂ）は
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、本発明の一実施形態によるポータブル端末で検索したアクセスポイント（ＡＰ）を出力
した画面を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明のポータブル端末でアクセスポイントを検索するための装置及び方法を実
施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　以下の説明では、本発明によるポータブル端末で拡張現実技法を用いてアクセスポイン
ト（ＡＰ）の位置を提供することでアクセスポイント（ＡＰ）の検索性能を高めるための
装置及び方法について説明する。
【００１６】
　図１は本発明の拡張現実技法を用いたアクセスポイント（ＡＰ）の検索機能を提供する
ポータブル端末の構成を図示するブロック図である。
　図１を参照すれば、ポータブル端末は、制御部１００、ＡＰ属性把握部１０２、メモリ
ー部１０４、入力部１０６、表示部１０８及び通信部１１０を含んで構成される。
【００１７】
　ポータブル端末の制御部１００は、ポータブル端末の全般的な動作を制御する。例えば
、音声通話及びデータ通信のための処理及び制御を実行する。
　また、制御部１００は、本発明によって拡張現実技法を用いてアクセスポイント（ＡＰ
）の検索の時にアクセスポイント（ＡＰ）の位置情報を提供するように処理する。
　また、制御部１００は、プレビュー画面を基準にアクセスポイント（ＡＰ）の実際の位
置にアクセスポイント（ＡＰ）を示すアイコンを出力するように処理することができ、プ
レビュー画面上で選択を受けたアクセスポイント（ＡＰ）と接続するように処理する。
【００１８】
　ＡＰ属性把握部１０２は、制御部１００の制御を受けて周辺に存在するアクセスポイン
ト（ＡＰ）の位置情報を含む属性情報を把握して制御部１００に提供する。
　この時、ＡＰ属性把握部１０２は、アクセスポイント（ＡＰ）の信号の強さと信号が感
知される方向を把握して、プレビュー画面上に出力されるアクセスポイント（ＡＰ）の位
置把握ができるようにする。
【００１９】
　メモリー部１０４は、ロム（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ラム、フラッシュ
ロム（Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ）で構成される。ロムは、制御部１００及び、ＡＰ属性把握部
１０２の処理及び制御のためのプログラムのマイクロコードと各種の参照データを保存す
る。
　ラムは、制御部１００のワーキングメモリーで、各種のプログラムの実行の中に発生す
る一時的なデータを保存する。また、フラッシュロムは電話帳、受発信メッセージ、メタ
データ及びデータ保存用データベースのような更新可能な各種の保管用データを保存し、
本発明によって周辺アクセスポイント（ＡＰ）から受信したアクセスポイント（ＡＰ）の
情報を保存する。
【００２０】
　入力部１０６は、０～９の数字キーのボタンと、メニューボタン、取り消しボタン、確
認ボタン、通話ボタン、終了ボタン、インターネットの接続ボタン、ナビゲーションキー
（または方向キー）のボタン及び文字入力キーなど多数の機能キーを備え、ユーザーが押
すキーに対応するキーの入力データを制御部１００に提供する。
　表示部１０８は、機器の動作中に発生する状態情報、文字、多量の動画及び静止画など
を表示し、本実施形態においてトラック間での同期が適合するデータを再生する。表示部
１０８は、カラー液晶ディスプレー装置（ＬＣＤ）、ＡＭＯＬＥＤなどを用いることがで
き、タッチの入力装置を備えてタッチの入力方式の器機に適用する場合に入力装置に用い
ることができる。
【００２１】
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　通信部１１０は、アンテナ（未図示）を介して入出力されるデータのワイヤレス信号を
送受信処理する機能を実行する。例えば、送信の場合、送信するデータをチャンネルコー
ディング及び拡散した後、ＲＦ処理して送信する機能を実行し、受信の場合、受信された
ＲＦ信号を基底帶域信号に変換して基底帶域信号を逆拡散及びチャンネル復号してデータ
を復元する機能を実行し、アクセスポイント（ＡＰ）から受信される信号を受信する。
【００２２】
　ＡＰ属性把握部１０２の役割は、ポータブル端末の制御部１００によって行うことがで
きるが、本発明においてこれを別に構成して図示したのは説明の便宜のための例示的な構
成であって、本発明の範囲を制限しようというものではなく、例えば、これらすべてを制
御部１００で処理するようにも構成することができる。
【００２３】
　図２は、本発明の一実施形態によるポータブル端末のアクセスポイント（ＡＰ）の検索
過程を示す流れ図である。
　図２を参照すれば、ポータブル端末は、まずＳ２０１段階でワイヤレスＬＡＮの機能を
実行するのかを確認する。
　Ｓ２０１段階でワイヤレスＬＡＮの機能を実行しない場合、ポータブル端末は、Ｓ２１
３段階に進行して当該機能（例；スタンバイモード）を実行する。
【００２４】
　一方、Ｓ２０１段階でワイヤレスＬＡＮの機能を実行することを確認した場合、ポータ
ブル端末は、Ｓ２０３段階に進行してカメラモジュールを動作させた後、Ｓ２０５段階に
進行してカメラモジュールを介して入力されたデータをプレビュー画面に出力する。ここ
で、ポータブル端末は、拡張現実技法を適用したアクセスポイント（ＡＰ）の検索過程を
実行するためにプレビュー画面を出力する。
【００２５】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ２０７段階に進行してプレビュー画面に出力するアクセス
ポイント（ＡＰ）を検索して、Ｓ２０９段階に進行し、検索したアクセスポイント（ＡＰ
）を代表するアイコンを選定する。この時、ポータブル端末は、多数のアクセスポイント
（ＡＰ）を検索してそれぞれ検索したアクセスポイント（ＡＰ）を区分するためにアクセ
スポイント（ＡＰ）を代表するアイコンを選定する。
【００２６】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ２１１段階に進行してＳ２０９段階で選定したアイコンを
アクセスポイント（ＡＰ）の方向に出力する。すなわち、ポータブル端末は、Ｓ２０７段
階でアクセスポイント（ＡＰ）の検索の時にアクセスポイント（ＡＰ）の名称と信号の強
さを確認し、確認した信号の強さによってアクセスポイント（ＡＰ）の存在の方向を把握
することができる。
【００２７】
　これによってユーザーの現在位置を示すプレビュー画面を基準にしてアクセスポイント
（ＡＰ）が存在する位置を出力することができる。さらに、ポータブル端末は、ユーザー
の現在位置が変更されてプレビュー画面が移動しても変更された現在位置に合うようにア
クセスポイント（ＡＰ）の位置も変更させる。
　以後、ポータブル端末は本アルゴリズムを終了する。
【００２８】
　図３は、本発明の一実施形態によるポータブル端末のアクセスポイント（ＡＰ）の検索
過程を示す流れ図である。
　図３を参照すれば、ポータブル端末は、Ｓ３０１段階でワイヤレスＬＡＮの機能を実行
するかどうかを確認する。
　Ｓ３０１段階でワイヤレスＬＡＮの機能を実行しない場合、ポータブル端末は、Ｓ３１
９段階に進行して当該機能（例；　スタンバイモード）を実行する。
【００２９】
　一方、Ｓ３０１段階においてワイヤレスＬＡＮの機能を実行することを確認した場合、
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ポータブル端末は、Ｓ３０３段階に進行してカメラモジュールを動作させた後、Ｓ３０５
段階に進行してカメラモジュールを通じて入力されたデータをプレビュー画面に出力する
。ここで、ポータブル端末は前述のように拡張現実技法を適用したアクセスポイント（Ａ
Ｐ）の検索過程を実行するためにプレビュー画面を出力する。
【００３０】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ３０７段階に進行して周辺に存在するアクセスポイント（
ＡＰ）を検索した後、Ｓ３０９段階に進行して検索したアクセスポイント（ＡＰ）の属性
を把握する。ここで、アクセスポイント（ＡＰ）の属性はアクセスポイント（ＡＰ）の名
称、位置、信号の強さなどである。
【００３１】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ３１１段階に進行してアクセスポイント（ＡＰ）の属性に
よるアクセスポイント（ＡＰ）の配列位置を予想する。ここで、ポータブル端末は、検索
したアクセスポイント（ＡＰ）が実際に存在する方向を予想し、予想された位置に該当す
るアクセスポイント（ＡＰ）の情報を出力する。
【００３２】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ３１３段階に進行して予想された位置にアクセスポイント
（ＡＰ）の情報を出力する。この時、ポータブル端末は検索されたアクセスポイント（Ａ
Ｐ）が存在する方向にアクセスポイント（ＡＰ）を象徴するアイコンを出力することで、
単純にアイコンの存在の方向を知らせるのではなく、アクセスポイント（ＡＰ）の名称と
信号の強さを一緒に出力することができる。
【００３３】
　この時、ポータブル端末は、検索したアクセスポイント（ＡＰ）を異なる色で区分して
出力して、それぞれの信号の強さを示す等高線を出力してアクセスポイント（ＡＰ）の位
置だけではなく信号の強さを区分してユーザーによるアクセスポイント（ＡＰ）の選択の
判断率を高めることができる。
【００３４】
　次に、ポータブル端末は、Ｓ３１５段階に進行してプレビュー画面にアクセスポイント
（ＡＰ）の情報を出力した状態でユーザーによるアクセスポイント（ＡＰ）の選択を感知
したかどうかを確認する。
　Ｓ３１５段階でユーザーによるアクセスポイント（ＡＰ）の選択を感知しない場合、ポ
ータブル端末は、Ｓ３１３段階の過程を再実行する。
【００３５】
　一方、Ｓ３１５段階でユーザーによるアクセスポイント（ＡＰ）の選択を感知する場合
、ポータブル端末は、Ｓ３１７段階に進行してユーザーが選択したアクセスポイント（Ａ
Ｐ）を確認して確認したアクセスポイント（ＡＰ）との接続を実行する。
　以後、ポータブル端末は本アルゴリズムを終了する。
【００３６】
　図４は、本発明によるポータブル端末でＡＰを検索する画面を示す図面である。
　図４の（Ａ）は、本発明によるポータブル端末でワイヤレスＬＡＮの機能の実行によっ
てアクセスポイント（ＡＰ）を検索する画面を示す図面である。
【００３７】
　図４の（Ａ）を参照すれば、ポータブル端末は、ユーザーの選択によってワイヤレスＬ
ＡＮの機能が実行されて、図に示すようにカメラモジュールを動作させてプレビュー画面
４００を出力する。ここで、プレビュー画面４００はユーザーの現在位置の該当画面であ
り、ユーザーによってプレビュー画面４００に出力される現在位置は変更することができ
る。
【００３８】
　プレビュー画面４００を出力したポータブル端末は周辺に存在するアクセスポイント（
ＡＰ）を検索して、出力された画面上に出力することができるアクセスポイント（ＡＰ）
を分類する。ここで、ポータブル端末は、プレビュー画面４００にアクセスポイント（Ａ
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Ｐ）を検索していることを知らせるメッセージを出力した状態で、検索したアクセスポイ
ント（ＡＰ）の信号の強さ、名称、アクセスポイント（ＡＰ）の位置などを確認した後、
出力されたプレビュー画面４００によるユーザーの現在位置と一致する位置に存在するア
クセスポイント（ＡＰ）を分類する。
【００３９】
　図４の（Ｂ）は、本発明によるポータブル端末で検索したアクセスポイント（ＡＰ）を
出力した画面を示す図面である。
　図４の（Ａ）を参照すれば、ポータブル端末は、図４の（Ａ）で分類したアクセスポイ
ント（ＡＰ）をプレビュー画面４００上に出力する。
【００４０】
　出力されたアクセスポイント（ＡＰ）は、ユーザーの時点に該当する画面上に出力され
たアクセスポイント（ＡＰ）の位置として図示したようにユーザーの現在位置に３個のア
クセスポイント（ＡＰ）４０２、４０４、４０６が存在することを分かる。この時、ポー
タブル端末は、分類したアクセスポイント（ＡＰ）を異なるアイコンと色で区分すること
ができ、アクセスポイント（ＡＰ）の信号の強さの情報４０４－１、４０６－１を共に出
力することができる。
【００４１】
　他の実施形態において、アクセスポイント（ＡＰ）の信号の強さを等高線で表示して等
高線の間隔によって信号の強さ及びユーザーからの距離を区分するようにできる。
　ポータブル端末は、プレビュー画面に出力されるアクセスポイント（ＡＰ）以外の他の
アクセスポイント（ＡＰ）が存在することを確認した場合、現在の出力された画面を基準
にアクセスポイント（ＡＰ）の方向を表示してユーザーが他のアクセスポイント（ＡＰ）
の検索のためにプレビュー画面を移動させるように処理することができる。
【００４２】
　出力されたアクセスポイント（ＡＰ）の情報を確認して、ユーザーは、周辺に存在する
アクセスポイント（ＡＰ）の名称及び信号の強さ、アクセスポイント（ＡＰ）が位置する
方向に対する情報を正確に把握することができる。
　また、ポータブル端末のユーザーは、プレビュー画面に出力されたアクセスポイント（
ＡＰ）の情報の中で接続しようとするアクセスポイント（ＡＰ）を選択することができ、
ポータブル端末は、ユーザーによって選択されたアクセスポイント（ＡＰ）との接続を実
行することができる。
【００４３】
　図４では拡張現実技法を用いてアクセスポイント（ＡＰ）の位置情報を提供する方法に
対して説明したが、本発明は、アクセスポイント（ＡＰ）の信号を用いてアクセスポイン
ト（ＡＰ）の位置を把握することで、Ｗｉ－Ｆｉプロファイルの提供の時にアクセスポイ
ント（ＡＰ）の簡単な位置情報を提供するフィールドを生成して把握したアクセスポイン
ト（ＡＰ）の位置情報（例；東の方向、３時方向など）を提供することができる。
【００４４】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は、上
述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多
様に変更実施することが可能である。
【符号の説明】
【００４５】
　　１００　　　　　　　　　　制御部
　　１０２　　　　　　　　　　ＡＰ属性把握部
　　１０４　　　　　　　　　　メモリー部
　　１０６　　　　　　　　　　入力部
　　１０８　　　　　　　　　　表示部
　　１１０　　　　　　　　　　通信部
　　４００　　　　　　　　　　プレビュー画面
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　　４０２、４０４、４０６　　アクセスポイント（ＡＰ）
　　４０４－１、４０６－１　　アクセスポイント（ＡＰ）の信号の強さ情報
 

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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