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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部により撮像された撮像画像を取得する撮像画像取得部と、
　前記撮像部が前記撮像画像を撮像したときの前記撮像部の位置における受信電波の電波
品質を取得する電波品質取得部と、
　前記撮像部の前記位置における受信電波の電波品質のシミュレーションデータを取得す
るシミュレーションデータ取得部と、
　前記電波品質を示す画像を前記撮像画像上に重ねあわせた画像とともに前記シミュレー
ションデータを表示させるための表示データを生成する表示データ生成部と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記シミュレーションデータ取得部は、前記撮像部の前記位置における周辺環境に関す
る周辺環境情報に基づいて前記シミュレーションデータを導出する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示データ生成部は、前記電波品質を示す画像を前記撮像画像上に重ねあわせた画
像とともに、前記シミュレーションデータを示す画像を前記撮像画像上に重ねあわせた画
像を表示させるための表示データを生成する、請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示データ生成部は、前記電波品質取得部が取得した前記電波品質が低いほど前記
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撮像画像の明瞭度が低くなるべく前記表示データを生成する、請求項１から３のいずれか
１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　撮像部により撮像された撮像画像を取得する撮像画像取得部と、
　前記撮像部が前記撮像画像を撮像したときの前記撮像部の位置における受信電波の電波
品質を取得する電波品質取得部と、
　前記電波品質を示す画像を前記撮像画像上に重ねあわせて表示させるための表示データ
を生成する表示データ生成部であって、前記電波品質取得部が取得した前記電波品質が低
いほど前記撮像画像の明瞭度が低くなるべく前記表示データを生成する表示データ生成部
と
　を備える情報処理装置。
【請求項６】
　前記電波品質取得部は、前記撮像部の前記位置において、複数の基地局のそれぞれから
受信する受信電波のそれぞれの電波品質を取得し、
　前記表示データ生成部は、前記複数の基地局のそれぞれから受信する受信電波の電波品
質を示す画像を前記撮像画像に重ねあわせて表示するための表示データを生成する、請求
項１から５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示データ生成部は、前記複数の基地局のそれぞれから受信する受信電波の電波品
質をそれぞれが示す複数の画像を前記撮像画像に重ねあわせて表示するための表示データ
を生成し、
　前記複数の画像は、前記複数の基地局毎に異なる表示態様で前記電波品質を示す、請求
項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記異なる表示態様は、色、ハッチング、及び表示領域の少なくともいずれかが異なる
、請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１から８のいずれか１項に記載の情報処理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】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　受信電波の時間変動を示す画像及びカメラによって撮影した周辺環境を示す撮影画像を
同期してそれぞれ表示させる技術が知られている（例えば、特許文献１）。
　特許文献１　特開２００３－１０１４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、受信電波と周辺環境との関係をより把握しやすく表示する技術が求められてい
る。
【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、撮像部により撮像された撮像画像を取得する撮像画像取
得部と、撮像部が撮像画像を撮像したときの撮像部の位置における受信電波の電波品質を
取得する電波品質取得部と、電波品質を示す画像を撮像画像上に重ねあわせて表示させる
ための表示データを生成する表示データ生成部とを備える情報処理装置が提供される。
【０００５】
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　上記情報処理装置は、撮像部の位置における周辺環境に関する周辺環境情報に基づいて
導出された位置における受信電波の電波品質のシミュレーションデータを取得するシミュ
レーションデータ取得部をさらに備えてよく、表示データ生成部は、電波品質を示す画像
を撮像画像上に重ねあわせた画像とともにシミュレーションデータを表示させるための表
示データを生成してよい。また、上記情報処理装置において、表示データ生成部は、電波
品質を示す画像を撮像画像上に重ねあわせた画像とともに、シミュレーションデータを示
す画像を撮像画像上に重ねあわせた画像を表示させるための表示データを生成してよい。
また、上記情報処理装置において、表示データ生成部は、電波品質が低いほど撮像画像の
明瞭度が低くなるべく表示データを生成してよい。
【０００６】
　また、上記情報処理装置において、電波品質取得部は、撮像部の位置において、複数の
基地局のそれぞれから受信する受信電波のそれぞれの電波品質を取得してよく、表示デー
タ生成部は、複数の基地局のそれぞれから受信する受信電波の電波品質を示す画像を撮像
画像に重ねあわせて表示するための表示データを生成してよい。また、上記情報処理装置
において、表示データ生成部は、複数の基地局のそれぞれから受信する受信電波の電波品
質をそれぞれが示す複数の画像を撮像画像に重ねあわせて表示するための表示データを生
成してよく、複数の画像は、複数の基地局毎に異なる表示態様で電波品質を示してよい。
また、上記情報処理装置において、異なる表示態様は、色、ハッチング、及び表示領域の
少なくともいずれかが異なってよい。
【０００７】
　本発明の第２の態様によれば、コンピュータを、上記情報処理装置として機能させるた
めのプログラムが提供される。
【０００８】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。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】
【０００９】
【図１】電波状況測定システム１０の一例を概略的に示す。
【図２】測定装置１００の機能構成を概略的に示す。
【図３】データ生成装置２００の機能構成を概略的に示す。
【図４】記憶部２０４に記憶された測定データの一例を示す。
【図５】シミュレーションデータ生成部２１６により生成されたシミュレーションデータ
の一例を示す。
【図６】表示データ生成部２１２により生成された表示データ３００の一例を示す。
【図７】表示データ生成部２１２により生成された表示データ３００の一例を示す。
【図８】表示データ生成部２１２により生成された表示データ３００の一例を示す。
【図９】表示データ生成部２１２により生成された表示データ３００の一例を示す。
【図１０】画像３１０の他の例を示す。
【図１１】画像３１０の他の例を示す。
【図１２】データ生成装置２００のハードウェア構成を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　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。
【００１１】
　図１は、電波状況測定システム１０の一例を概略的に示す。本実施形態において、電波
状況測定システム１０は、測定装置１００及びデータ生成装置２００を備える。データ生
成装置２００は、情報処理装置の一例であってよい。
【００１２】
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　測定装置１００は、基地局３２、３４によって発信される電波を受信して、受信電波の
電界強度を測定する。受信電波の電界強度は、受信電波の品質を表す電波品質の一例であ
ってよい。基地局３２、３４は、例えば、３Ｇ方式、ＬＴＥ方式、及び４Ｇ方式等の移動
体通信方式に準拠する無線基地局である。通信エリア３６、３８は、基地局３２、３４に
よって提供される通信エリアを概略的に表す。基地局３２、３４によって発信される電波
には、報知情報が含まれてよい。報知情報には、基地局３２、３４を識別できる基地局識
別情報が含まれてよい。
【００１３】
　測定装置１００は、撮像部１０２を備える。測定装置１００は、撮像部１０２によって
撮像画像を撮像した場合に、撮像画像と、撮像した時刻を示す時刻情報と、撮像部の位置
を示す位置情報と、撮像部の位置における受信電波の電界強度とを対応付けて記憶してよ
い。位置情報は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）情報である。
【００１４】
　撮像画像は、例えば、静止画像である。撮像部１０２は、予め定められた時間毎に静止
画像を撮像してよい。測定装置１００は、複数の静止画像のそれぞれに対して、時刻情報
と、位置情報と、電界強度とを対応付けて記憶してよい。
【００１５】
　測定装置１００は、例えば、ユーザが定点観測することを希望する場所に設置される。
また、測定装置１００は、移動体に搭載されてもよい。例えば、測定装置１００は、様々
な場所における電界強度を測定する目的で走行する自動車に搭載される。また、測定装置
１００は、電車及びバス等の公共交通機関に搭載されてもよい。また、測定装置１００は
、人間によって持ち歩かれてもよい。
【００１６】
　例えば、測定装置１００は、通信エリア３６から通信エリア３８に移動する場合、基地
局３２が発信する電波のみを受信するエリア、基地局３２及び基地局３４が発信する電波
を受信するエリア、基地局３４が発信する電波のみを受信するエリアを移動することにな
る。測定装置１００は、複数の基地局のそれぞれから電波を受信した場合、複数の基地局
のそれぞれについて、受信電波の電界強度を測定してよい。
【００１７】
　測定装置１００は、受信した電波に含まれる基地局識別情報によって、何れの基地局が
発信した電波であるかを判別してよい。測定装置１００は、撮像画像、時刻情報、位置情
報及び電界強度に加えて、基地局識別情報を対応付けて記憶してよい。測定装置１００が
記憶した撮像画像、時刻情報、位置情報、電界強度、及び基地局識別情報を測定データと
称する場合がある。
【００１８】
　測定装置１００は、測定データをデータ生成装置２００に提供する。測定装置１００は
、通信ネットワーク２０を介して、データ生成装置２００に測定データを送信してよい。
通信ネットワーク２０は、携帯電話回線網、無線パケット通信網、インターネット若しく
は専用回線又はこれらの組み合わせであってよい。また、測定装置１００は、データ生成
装置２００に直接接続して、測定データを送信してもよい。また、測定装置１００は、フ
ラッシュメモリ、磁気ディスク及び光学ディスクなどの記憶媒体を介してデータ生成装置
２００に測定データを提供してもよい。測定装置１００からデータ生成装置２００への記
憶媒体の受け渡しは、ユーザによって行われてよい。ここで、ユーザとは、測定装置１０
０を使用し管理する者であり、基地局３２、３４の電波強度を測定する者である（以下、
同様）。
【００１９】
　データ生成装置２００は、測定装置１００から取得した測定データに基づいて、表示デ
ータを生成する。データ生成装置２００は、撮像画像に対応付けられた電界強度を示す画
像を生成して、生成した画像を撮像画像上に重ねあわせて表示させるための表示データを
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生成してよい。
【００２０】
　電界強度を示す画像とは、電界強度の違いを表現できる画像であれば、どのような形態
の画像であってもよい。例えば、電界強度を示す画像は、任意の領域を任意のパターンで
埋めるハッチング技法に従ったハッチング画像である。データ生成装置２００は、電界強
度に応じて、ハッチング画像に含まれる任意のパターンの密度を異ならせてよい。例えば
、データ生成装置２００は、電界強度が強いほどハッチング画像に含まれる任意のパター
ンの密度を高くしてよい。また、データ生成装置２００は、電界強度が強いほどハッチン
グ画像に含まれる任意のパターンの密度を低くしてもよい。
【００２１】
　データ生成装置２００が生成した表示データを時系列に沿って表示させることにより、
ユーザは、撮像画像を注視することによって、撮像画像が撮像された位置の電界強度の変
化を直感的に把握することができる。これにより、各地の電界強度が十分であるか否かを
検討する効率を向上させることができる。また、電界強度が不十分である場合に、その周
辺環境を表す撮像画像をユーザに提示できることから、電界強度が不十分である原因を予
測する材料をユーザに提供することができる。
【００２２】
　データ生成装置２００は、１つの撮像画像に対して複数の基地局識別情報が対応付けら
れている場合、複数の基地局毎に異なる態様で電界強度を示す複数の画像を生成してよい
。そして、データ生成装置２００は、生成した電界強度を示す複数の画像を撮像画像上に
重ねあわせて表示させるための表示データを生成してよい。複数の基地局毎に異なる態様
で電界強度を示す複数の画像とは、例えば、ハッチングの形態が異なる複数の画像である
。
【００２３】
　具体例として、データ生成装置２００は、基地局３２の電波の電界強度を示す画像とし
て右上がり対角線のハッチング画像を生成し、基地局３４の電波の電界強度を示す画像と
して右下がり対角線のハッチング画像を生成する。そして、データ生成装置２００は、撮
像画像上に、右上がり対角線のハッチング画像及び右下がり対角線のハッチング画像を重
ねあわせて表示するための表示データを生成する。これにより、基地局３２及び基地局３
４の両方から電波を受信していることを、ユーザに直感的に把握させることができる。
【００２４】
　図２は、測定装置１００の機能構成を概略的に示す。測定装置１００は、撮像部１０２
、時刻情報取得部１０４、位置測定部１０６、受信部１０８、電波品質取得部１１０、記
憶部１１２、送信部１１４、電力受給部１１６及び制御部１１８を備える。
【００２５】
　撮像部１０２は、撮像画像を撮像する。撮像部１０２は、デジタルカメラであってよい
。撮像部１０２が撮像する撮像画像は、静止画像及び動画像の少なくともいずれかであっ
てよい。
【００２６】
　時刻情報取得部１０４は、時刻を示す時刻情報を取得する。時刻情報取得部１０４は、
例えば、撮像部１０２が静止画像を撮像したときの時刻情報を取得する。また、時刻情報
取得部１０４は、撮像部１０２が動画像を撮像した場合に、撮像開始時刻及び撮像終了時
刻を取得してよい。
【００２７】
　位置測定部１０６は、撮像部１０２の位置を示す位置情報を測定する。撮像部１０２の
位置を示す位置情報とは、位置測定部１０６が、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星から受信したＧＰＳ電波に基づいて測定した位置情報であ
ってよい。位置測定部１０６は、撮像部１０２が静止画像を撮像したときに位置情報を測
定してよい。また、位置測定部１０６は、撮像部１０２が動画像を撮像している間、位置
情報を測定してよい。また、位置測定部１０６は、ユーザの指示に従って継続的に位置情
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報を測定してもよい。
【００２８】
　受信部１０８は、基地局３２、３４が発信する電波を受信する。受信部１０８は、基地
局３２、３４が発信する報知情報を含む電波を受信してよい。
【００２９】
　電波品質取得部１１０は、受信部１０８が受信した電波の電界強度を測定してよい。電
波品質取得部１１０は、撮像部１０２が静止画像を撮像したときに、受信電波の電界強度
を測定してよい。また、電波品質取得部１１０は、撮像部１０２が動画像を撮像している
間、予め定められた時間毎に受信電波の電界強度を測定してよい。また、電波品質取得部
１１０は、ユーザの指示に従って継続的に電界強度を測定してもよい。
【００３０】
　記憶部１１２は、撮像部１０２が撮像した撮像画像と、時刻情報取得部１０４が取得し
た時刻情報と、位置測定部１０６が測定した位置情報と、受信部１０８が受信した報知情
報に含まれる基地局識別情報と、電波品質取得部１１０が測定した電界強度とを対応付け
て記憶する。測定装置１００が固定されている場合、記憶部１１２は、位置測定部１０６
が測定した位置情報に代えて、ユーザにより設定された位置情報を記憶してもよい。
【００３１】
　記憶部１１２は、撮像部１０２が静止画像を撮像した場合、静止画像と、静止画像を撮
像した時刻を示す時刻情報と、静止画像を撮像したときの撮像部１０２の位置を示す位置
情報と、静止画像を撮像したときの撮像部１０２の位置における受信電波の電界強度と、
基地局識別情報とを対応付けて記憶してよい。また、記憶部１１２は、撮像部１０２が動
画像を撮像した場合、動画像に含まれる複数のフレーム画像の少なくとも一部に対して、
フレーム画像を撮像した時刻を示す時刻情報と、フレーム画像を撮像したときの撮像部１
０２の位置を示す位置情報と、フレーム画像を撮像したときの電界強度と、基地局識別情
報とを、フレーム画像に対応付けて記憶してよい。
【００３２】
　送信部１１４は、記憶部１１２に記憶された測定データを、データ生成装置２００に送
信する。送信部１１４は、測定データが記憶部１１２に記憶される毎に、測定データをデ
ータ生成装置２００に送信してよい。また、送信部１１４は、記憶部１１２に記憶された
複数の測定データをまとめてデータ生成装置２００に送信してもよい。送信部１１４は、
通信ネットワーク２０を介して、計測データをデータ生成装置２００に送信してよい。ま
た、送信部１１４は、測定装置１００とデータ生成装置２００とが直接接続された場合、
計測データをデータ生成装置２００に直接送信してよい。
【００３３】
　電力受給部１１６は、電力を受給する。電力受給部１１６は、測定装置１００を搭載す
る自動車等から電力を受給してよい。また、測定装置１００がバッテリーを搭載している
場合、電力受給部１１６は、バッテリーから電力を受給してよい。
【００３４】
　制御部１１８は、撮像部１０２、時刻情報取得部１０４、位置測定部１０６、受信部１
０８、電波品質取得部１１０、記憶部１１２、送信部１１４、及び電力受給部１１６を制
御する。
【００３５】
　図３は、データ生成装置２００の機能構成を概略的に示す。データ生成装置２００は、
受信部２０２、記憶部２０４、撮像画像取得部２０６、位置情報取得部２０８、電波品質
取得部２１０、表示データ生成部２１２、表示部２１４、シミュレーションデータ生成部
２１６、シミュレーションデータ取得部２１８、及び制御部２２０を備える。
【００３６】
　受信部２０２は、測定装置１００から測定データを受信する。受信部２０２は、通信ネ
ットワーク２０を介して、測定装置１００から測定データを受信してよい。また、受信部
２０２は、測定装置１００から直接測定データを受信してもよい。また、受信部２０２は
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、測定データを記憶した記憶媒体から、測定データを読み出してもよい。記憶部２０４は
、受信部２０２が受信した測定データを記憶する。
【００３７】
　撮像画像取得部２０６は、記憶部２０４に記憶された撮像画像を記憶部２０４から読み
出す。撮像画像取得部２０６は、例えば、位置の指定を受け付けて、指定された位置に対
応付けられた撮像画像を記憶部２０４から読み出す。また、撮像画像取得部２０６は、範
囲の指定を受け付けて、指定された範囲に含まれる複数の位置に対応付けられた複数の撮
像画像を記憶部２０４から読み出してよい。
【００３８】
　位置情報取得部２０８は、撮像画像取得部２０６が取得した撮像画像に対応付けて記憶
部２０４に記憶されている位置情報を、記憶部２０４から読み出す。電波品質取得部２１
０は、撮像画像取得部２０６が取得した撮像画像に対応付けて記憶部２０４に記憶されて
いる電界強度を、記憶部２０４から読み出す。
【００３９】
　表示データ生成部２１２は、電波品質取得部２１０が取得した電界強度を示す画像を、
撮像画像取得部２０６が取得した撮像画像上に重ねあわせて表示させるための表示データ
を生成する。表示データ生成部２１２は、電波品質取得部２１０が複数の基地局毎の電界
強度を取得した場合、複数の基地局毎の電界強度を示す複数の画像を撮像画像上に重ねあ
わせて表示させるための表示データを生成してよい。
【００４０】
　表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像として、例えば、ハッチング画像を生
成する。また、表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像として、色画像を生成し
てもよい。表示データ生成部２１２は、電波品質に応じて、色画像の濃度を異ならせてよ
い。表示データ生成部２１２は、電波品質が高いほど、例えば電界強度が強いほど色画像
の濃度を高くしてよい。また、表示データ生成部２１２は、電波品質が高いほど、例えば
電界強度が強いほど色画像の濃度を低くしてもよい。また、表示データ生成部２１２は、
複数の基地局毎に、異なる色の色画像を生成してよい。
【００４１】
　表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像として、インジケータ画像を生成して
よく、インジケータ画像によって、電界強度の強さを表現してよい。表示データ生成部２
１２は、複数の基地局毎に、異なるインジケータ画像を生成してよい。
【００４２】
　表示データ生成部２１２は、地図上における測定装置１００の位置及び基地局３２、３
４の位置を提示する位置提示画像をさらに生成してもよい。表示データ生成部２１２は、
ある位置における電界強度を示す画像を当該位置における撮像画像上に重ねあわせた画像
と、地図上における当該位置を提示する位置提示画像とを表示させるための表示データを
生成してよい。これにより、ユーザに、地図上の位置を把握させつつ、撮像画像及び当該
撮像画像を撮像した位置における電界強度を把握させることができる。
【００４３】
　表示部２１４は、表示データ生成部２１２により生成された表示データを表示する。表
示部２１４は、液晶ディスプレイ及び有機ＥＬディスプレイなどのディスプレイであって
よい。
【００４４】
　シミュレーションデータ生成部２１６は、地形及び建物等の実際の環境を仮想３次元空
間に再現した３次元地図データにおける、受信電波の電界強度のシミュレーションデータ
を生成する。シミュレーションデータは、３次元地図データ上の各位置について、周辺環
境に関する周辺環境情報に基づいて算出された受信電波の電界強度を示すデータであって
よい。周辺環境に関する周辺環境情報とは、３次元地図データ上における、基地局から各
座標位置への電波伝搬に影響するオブジェクトを示す情報であってよい。シミュレーショ
ンデータ生成部２１６は、オブジェクトの有無及びオブジェクトの種類に応じて設定され
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た電波の減衰率に基づいて、当該位置における受信電波の電界強度を算出してよい。なお
、シミュレーションデータの生成手法はこれに限らず、公知の他の手法を用いてもよい。
【００４５】
　シミュレーションデータ取得部２１８は、シミュレーションデータ生成部２１６により
生成されたシミュレーションデータを取得する。シミュレーションデータ取得部２１８は
、位置の指定を受け付けて、指定された位置におけるシミュレーションデータを取得して
よい。例えば、シミュレーションデータ取得部２１８は、位置情報取得部２０８が取得し
た位置情報が示す位置におけるシミュレーションデータを取得する。
【００４６】
　表示データ生成部２１２は、電波品質取得部２１０が取得した電界強度を示す画像を、
撮像画像取得部２０６が取得した撮像画像上に重ねあわせた画像とともに、シミュレーシ
ョンデータ取得部２１８が取得したシミュレーションデータを表示させるための表示デー
タを生成してよい。例えば、表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像を撮像画像
上に重ねあわせた画像とともに、シミュレーションデータが示す電界強度を表す数値を表
示させるための表示データを生成する。
【００４７】
　また、表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像を撮像画像上に重ねあわせた画
像とともに、シミュレーションデータを示す画像を撮像画像上に重ねあわせた画像を表示
させるための表示データを生成してよい。シミュレーションデータを示す画像とは、シミ
ュレーションデータによって示される電界強度の違いを表現できる画像であれば、どのよ
うな形態の画像であってもよい。例えば、シミュレーションデータを示す画像とは、ハッ
チング画像、色画像、及びインジケータ画像のいずれかであってよい。表示データ生成部
２１２が当該表示データを生成することによって、ユーザに、実際の電界強度がシミュレ
ーションデータと相違するか否か等を直感的に把握させることができる。
【００４８】
　表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像及びシミュレーションデータを示す画
像を、同一の表示形態を用いて生成してよい。これにより、ユーザに、撮像画像を撮像し
た位置の電界強度と、当該位置におけるシミュレーションデータとの比較を容易に行わせ
ることができる。
【００４９】
　また、表示データ生成部２１２は、電界強度を示す画像及びシミュレーションデータを
示す画像を、電界強度が対応するように生成してよい。例えば、表示データ生成部２１２
は、電波品質取得部２１０が取得した電界強度と、シミュレーションデータによって示さ
れる電界強度とが同一である場合、同一の電界強度を示す画像及びシミュレーションデー
タを示す画像を生成してよい。より具体的には、表示データ生成部２１２は、電波品質取
得部２１０が取得した電界強度と、シミュレーションデータによって示される電界強度と
が同一である場合、同一のパターンを同一の密度で含むハッチング画像を生成してよく、
また、同一の色の色画像を生成してよい。これにより、ユーザに、撮像画像を撮像した位
置の電界強度と、当該位置におけるシミュレーションデータとの比較をさらに容易に行わ
せることができる。
【００５０】
　制御部２２０は、受信部２０２、記憶部２０４、撮像画像取得部２０６、位置情報取得
部２０８、電波品質取得部２１０、表示データ生成部２１２、表示部２１４、シミュレー
ションデータ生成部２１６、及びシミュレーションデータ取得部２１８を制御する。
【００５１】
　図４は、記憶部２０４により記憶された測定データの一例を概略的に示す。ここでは、
複数の測定データを含むテーブル形式のデータである測定データテーブル２３０を一例と
して挙げる。測定データテーブル２３０は、撮像画像欄、時刻欄、位置欄、及び基地局別
の電界強度欄を含む。
【００５２】
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　撮像画像欄には、撮像画像を識別する画像ＩＤが登録されている。記憶部２０４は、画
像ＩＤと画像ＩＤに対応する撮像画像データの記憶場所とを対応付けた対応付けデータを
別途記憶することにより、画像ＩＤと撮像画像データとを対応させてよい。
【００５３】
　時刻欄には、撮像画像を撮像したときの時刻が登録されている。位置欄には、撮像画像
を撮像したときの撮像部１０２の位置として、緯度、経度が登録されている。Ｎ１からＮ
４が緯度を表し、Ｅ１からＥ４が経度を表す。
【００５４】
　電界強度欄には、撮像画像を撮像したときの撮像部１０２の位置における受信電波の電
界強度が、基地局別に、登録されている。図４に示す測定データテーブル２３０の１行目
により、ＸＸＸ０９１０により識別される撮像画像が、Ｎ１、Ｅ１の位置において９：１
０に撮像され、Ｎ１、Ｅ１の９：１０における基地局３２からの受信電波の電界強度が－
６０ｄＢｍであり、基地局３４からは電波を受信していないことが示される。
【００５５】
　記憶部２０４は、複数の測定装置１００毎に、測定データテーブル２３０を記憶してよ
い。記憶部２０４は、複数の測定装置１００を識別する測定装置ＩＤによって、複数の測
定装置１００を識別してよい。
【００５６】
　図５は、シミュレーションデータ生成部２１６により生成されたシミュレーションデー
タの一例を概略的に示す。ここでは、複数のシミュレーションデータを含むテーブル形式
のデータであるシミュレーションデータテーブル２４０を一例として挙げる。シミュレー
ションデータテーブル２４０は、位置欄と、基地局別の電界強度欄とを含む。
【００５７】
　電界強度欄には、位置欄に登録された位置における、シミュレーションデータが登録さ
れている。図５に示すシミュレーションデータテーブル２４０の１行目により、Ｎ１、Ｅ
１における基地局３２による電波の算出電界強度が－６０ｄＢｍであり、基地局３４によ
る電波の算出電界強度が－７５ｄＢｍであることが示される。また、Ｎ１、Ｅ２における
基地局３２による電波の算出電界強度が－７０ｄＢｍであり、基地局３４による電波の算
出電界強度が－７０ｄＢｍであることが示され、Ｎ１、Ｅ３における基地局３２による電
波の算出電界強度が－７０ｄＢｍであり、基地局３４による電波の算出電界強度が－６５
ｄＢｍであることが示され、Ｎ１、Ｅ４における基地局３２による電波の算出電界強度が
－７５ｄＢｍであり、基地局３４による電波の算出電界強度が－５５ｄＢｍであることが
示される。
【００５８】
　図６から図９は、表示データ生成部２１２により生成された表示データ３００の一例を
示す。ここでは、測定装置１００が電車に搭載された場合の撮像画像３０２を含む表示デ
ータ３００の例を示す。表示データ３００は、３つの画像３１０、３２０、３３０を含む
。
【００５９】
　画像３１０は、撮像画像３０２と、撮像画像３０２を撮像したときの撮像部１０２の位
置における受信電波の電界強度を示す画像である電界強度画像３１２とを含む。電界強度
画像３１２は、撮像画像３０２上に重ねあわされている。電界強度画像３１２は、基地局
３２から受信した受信電波の電界強度を示す。ここでは、表示データ生成部２１２が、電
界強度画像３１２として、右上がり対角線のハッチング画像であって、電界強度が強いほ
ど対角線の密度が高いハッチング画像を生成した場合を例示している。
【００６０】
　画像３２０は、地図画像３２１、基地局３２を示す基地局画像３２２、基地局３４を示
す基地局画像３２４、測定装置１００を示す測定装置画像３２６、及び測定装置１００の
移動経路を示す移動経路画像３２８を含む。基地局画像３２２、基地局画像３２４、測定
装置画像３２６、及び移動経路画像３２８は、それぞれ実際の位置に対応するべく地図画
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像３２１上にマッピングされる。
【００６１】
　表示データ生成部２１２は、地図画像３２１上における、撮像画像３０２を撮像したと
きの撮像部１０２の位置に、測定装置画像３２６をマッピングする。また、表示データ生
成部２１２は、地図画像３２１上における基地局３２、３４の位置に、基地局画像３２２
、３２４をマッピングする。また、表示データ生成部２１２は、記憶部２０４に記憶され
た測定データに含まれる複数の位置を直線で接続することによって、移動経路画像３２８
を生成してよい。また、表示データ生成部２１２は、測定装置１００から移動経路を示す
データを受信することによって、移動経路画像３２８を生成してもよい。
【００６２】
　画像３３０は、撮像画像３０２と、シミュレーション画像３３２とを含む。シミュレー
ション画像３３２は、撮像画像３０２上に重ねあわされている。シミュレーション画像３
３２は、基地局３２からの受信電波の電界強度をシミュレートした電界強度を示し、右上
がり対角線のハッチング画像として例示されている。
【００６３】
　図６では、撮像画像３０２を撮像したときの撮像部１０２の位置の電界強度と、シミュ
レーションデータによって示される電界強度とが同一である場合を例示している。図６に
示すように、画像３１０及び画像３３０の表示サイズが異なる場合であっても、ハッチン
グ画像に含まれる任意のパターンの密度を同一にすることによって、電界強度が同一若し
くは少なくとも近似していることを、ユーザに把握させることができる。
【００６４】
　図７は、画像３１０が、撮像画像３０２と、撮像画像３０２上に重ねあわされた電界強
度画像３１２及び電界強度画像３１４とを含む場合を例示している。電界強度画像３１４
は、基地局３４から受信した受信電波の電界強度を示し、右下がり対角線のハッチング画
像として例示されている。このように、複数の電界強度画像３１２、３１４を撮像画像３
０２上に重ねあわせることによって、撮像画像３０２を撮像した位置に、基地局３２及び
基地局３４の両方からの電波が到達していることをユーザに容易に把握させることができ
る。また、基地局３２及び基地局３４の両方から電波を受信しているエリアと、一方から
電波を受信しているエリアとをユーザに識別させることができるので、通信エリア３６と
通信エリア３８との境界をユーザに容易に把握させることができる。
【００６５】
　また、図７は、画像３３０が、撮像画像３０２と、撮像画像３０２上に重ねあわされた
シミュレーション画像３３２とを含む場合を例示している。このように、画像３１０と、
画像３３０との間で、撮像画像３０２上に重ねあわされる画像が異なることによって、実
際に測定した電界強度と、シミュレーションデータとが異なることを、ユーザに容易に把
握させることができる。
【００６６】
　図８は、画像３１０が撮像画像３０２及び電界強度画像３１４を含み、画像３３０が撮
像画像３０２及びシミュレーション画像３３４を含む場合を例示している。シミュレーシ
ョン画像３３４は、基地局３４からの受信電波の電界強度をシミュレートした電界強度を
示し、右下がり対角線のハッチング画像として例示されている。図８に示す表示により、
撮像画像３０２を撮像したときの撮像部１０２の位置において、基地局３２からの電波が
到達しておらず、基地局３４からの電波のみが到達していることを、ユーザに把握させる
ことができる。
【００６７】
　図９は、画像３１０が撮像画像３０２及び電界強度画像３１４を含み、画像３３０が撮
像画像３０２及びシミュレーション画像３３４を含む場合を例示している。図９における
電界強度画像３１４と、図８における電界強度画像３１４とを比較すると、図９における
電界強度画像３１４の方が右上がり対角線の密度が高くなっていることから、図８に示す
撮像画像３０２を撮像した位置よりも電界強度が強くなったことを、ユーザに把握させる
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ことができる。
【００６８】
　また、図９において、電界強度画像３１４とシミュレーション画像３３４とを比較する
と、電界強度画像３１４の方が右下がり対角線の密度が高くなっていることから、シミュ
レーションデータよりも、実際に測定した電界強度の方が強いことを、ユーザに把握させ
ることができる。
【００６９】
　表示部２１４は、図６から図９に示す表示データ３００を断続的に表示してよい。また
、表示部２１４は、図６から図９に示す表示データ３００を連続して表示してよい。また
、表示部２１４は、記憶部２０４に記憶された撮像画像が動画像である場合、図６から図
９に示す表示データ３００を含む動画像を表示してよい。図６から図９に示す表示データ
を閲覧したユーザは、例えば、基地局３４が発信する電波の強度が、シミュレーションデ
ータに比べて強くなっていることを把握することができる。よって、当該ユーザに対して
、基地局３４の電波に関する設定を検討する材料を提供することができる。
【００７０】
　なお、画像３１０、３２０、３３０の表示比率は一例であって、異なる比率であっても
よい。また、画像３１０、３２０、３３０の表示サイズはそれぞれ可変であってよい。表
示データ生成部２１２は、画像３１０又は画像３３０の表示サイズを変更する指示を受け
付けた場合、電界強度画像３１２、３１４、及びシミュレーション画像３３２、３３４に
ついて、ハッチング画像に含まれる任意のパターンの密度を維持したまま、表示サイズを
変更してよい。
【００７１】
　図１０は、画像３１０の他の例を概略的に示す。図１０における画像３１０は、撮像画
像３０２、インジケータ画像３４２、及びインジケータ画像３４４を含む。インジケータ
画像３４２及びインジケータ画像３４４は、撮像画像３０２上に重ねあわされている。イ
ンジケータ画像３４２は、基地局３２から受信した受信電波の電界強度を示す。インジケ
ータ画像３４４は、基地局３４から受信した受信電波の電界強度を示す。
【００７２】
　このように、表示データ生成部２１２が、複数の基地局毎に異なる表示領域にインジケ
ータ画像を表示させる表示データを生成することにより、複数の基地局毎の電界強度の比
較を容易にさせることができる。なお、表示データ生成部２１２は、図１０における画像
３１０と同様に、インジケータ画像を含む画像３３０を生成してもよい。
【００７３】
　図１１は、画像３１０の他の例を概略的に示す。図１１における画像３１０は、電界強
度に応じて明瞭度を変化させた撮像画像３０２を含む。表示データ生成部２１２は、撮像
画像３０２を撮像したときの撮像部１０２の位置における受信電波の電界強度に応じて、
撮像画像３０２の明瞭度を変化させてよい。例えば、表示データ生成部２１２は、電界強
度が弱いほど、撮像画像３０２の明瞭度を低くしてよい。これにより、電界強度の強さを
、ユーザに直感的に把握させることができる。
【００７４】
　表示データ生成部２１２は、撮像画像３０２を撮像したときに、測定装置１００が複数
の基地局から電波を受信していた場合、複数の基地局毎に、明瞭度を変化させた撮像画像
３０２を生成してよい。なお、図１１では、撮像画像３０２に対してぼかし処理を適用す
ることにより明瞭度を変化させる例を挙げているが、これに限らない。モザイク処理など
の他の画像処理を適用することによって明瞭度を変化させてもよい。
【００７５】
　表示データ生成部２１２は、図１１における画像３１０と同様に、シミュレートデータ
に応じて明瞭度を変化させた撮像画像３０２を含む画像３３０を生成してもよい。
【００７６】
　図１２は、データ生成装置２００のハードウェア構成を概略的に示す。データ生成装置



(12) JP 5607188 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

２００は、ホストコントローラ４０２、ＣＰＵ４０４、ＲＡＭ４０６、入出力コントロー
ラ４０８、ＲＯＭ４１０、通信インターフェース４１２、及びディスプレイ４１４を備え
る。ホストコントローラ４０２は、ＲＡＭ４０６と、ＲＡＭ４０６にアクセスするＣＰＵ
４０４とを接続する。ＣＰＵ４０４は、ＲＯＭ４１０及びＲＡＭ４０６に格納されたプロ
グラムに基づいて動作して、各部を制御する。入出力コントローラ４０８は、ホストコン
トローラ４０２と、ＲＯＭ４１０、通信インターフェース４１２、ディスプレイ４１４と
を接続する。ディスプレイ４１４は、表示部２１４の一例であってよい。
【００７７】
　データ生成装置２００にインストールされて実行されるプログラムは、ＣＰＵ４０４な
どに働きかけて、データ生成装置２００を、図１から図１１にかけて説明した、受信部２
０２、記憶部２０４、撮像画像取得部２０６、位置情報取得部２０８、電波品質取得部２
１０、表示データ生成部２１２、表示部２１４、シミュレーションデータ生成部２１６、
シミュレーションデータ取得部２１８、及び制御部２２０として機能させる。
【００７８】
　本実施形態では、撮像部１０２が、予め定められた時間毎に静止画像を撮像する例を挙
げて説明したが、これに限らない。受信部１０８が継続して電波を受信するとともに、電
界強度測定部１１０が継続して電界強度を測定し、測定中の電界強度が予め定められた閾
値を超える変化を示した場合に、撮像部１０２が静止画像を撮像してもよい。
【００７９】
　また、本実施形態では、撮像部１０２がデジタルカメラである場合を例に挙げて説明し
たが、撮像部１０２は、パンニング機能を備えてよい。そして記憶部１１２は、測定デー
タとして、撮像方向をさらに含んでもよい。測定データが撮像方向を含む場合、表示デー
タ生成部２１２は、表示データ３００に撮像方向を反映させてよい。また、撮像部１０２
は、全天カメラであってもよい。
【００８０】
　また、本実施形態では、シミュレーションデータ生成部２１６が、基地局毎及び位置毎
の電界強度を算出する例を挙げて説明したが、さらに時刻毎の電界強度を算出してもよい
。例えば、シミュレーションデータ生成部２１６は、各位置における人間の数等の時刻に
よって変動するオブジェクトを含めて電界強度を算出してよい。シミュレーションデータ
生成部２１６が、時刻毎の電界強度を算出した場合、表示データ生成部２１２は、時刻毎
の電界強度を反映した画像３３０を生成してよい。
【００８１】
　また、本実施形態では、表示データ生成部２１２が生成した表示データが、画像３１０
、３２０、３３０を含む場合を例に挙げて説明したが、これに限らない。表示データ生成
部２１２は、画像３１０のみを含む表示データを生成してよく、画像３１０と、画像３２
０又は画像３３０を含む表示データを生成してもよい。
【００８２】
　また、本実施形態では、電界強度を示す画像及びシミュレーション画像の表示態様の例
として、ハッチング画像、色画像、及びインジケータ画像を挙げて説明したが、用いる表
示態様は、ユーザの指示に従って決定してよい。また、電波品質取得部２１０が複数の基
地局毎の電界強度を取得した場合に、表示データ生成部２１２が、基地局の数に応じて表
示態様を決定してもよい。例えば、表示データ生成部２１２は、基地局の数が２つ以下の
場合に、表示態様としてハッチング画像を用いて、基地局の数が３つ以上の場合に、表示
態様としてインジケータ画像を用いて良い。これにより、基地局の数に適した表示データ
３００を生成することができる。
【００８３】
　また、本実施形態では、電波品質取得部２１０が受信電波の電界強度を取得して、表示
データ生成部２１２が電界強度を示す画像を撮像画像上に重ねあわせて表示させるための
表示データを生成する例を主に説明したが、これに限らない。電波品質取得部１１０は、
受信した電波の信号と雑音との比をとった所謂、Ｓ／Ｎ比を電波品質として取得してもよ
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い。また、電波品質取得部１１０は、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖ
ｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ（基準信号受信品質）又はＲｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ（基準信号受信パワー）を電波品質として取得してもよい。
また、電波品質取得部１１０は、ＰＳＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　Ｃｏ
ｄｅ）及びＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）の少なくとも
いずれかから電波品質を取得してもよい。そして、表示データ生成部２１２は、Ｓ／Ｎ比
、Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ、Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ、ＰＳＣ、及びＰＣＩの少なく
ともいずれかによって示される電波品質を示す画像を撮像画像上に重ねあわせて表示させ
るための表示データを生成してよい。
【００８４】
　また、本実施形態では、表示データ生成部２１２が生成した表示データ３００を、表示
部２１４に表示させる場合を例に挙げて説明したが、これに限らない。データ生成装置２
００は、表示データ生成部２１２が生成した表示データを、測定装置１００に送信して、
測定装置１００が備える不図示のディスプレイに表示させてもよい。これにより、例えば
、測定装置１００を所持したユーザが、表示データを確認しながら、電界強度の測定及び
撮像画像の撮像作業を進めることができる。この場合、測定装置１００は、携帯電話等の
通信端末であってよい。
【００８５】
　また、本実施形態では、測定装置１００とデータ生成装置２００とが別体である場合を
例に挙げて説明したが、これに限らない。データ生成装置２００が、測定装置１００の機
能を備えてもよい。例えば、データ生成装置２００を自動車などに搭載して移動させて、
電波の受信、撮像画像の撮像、電界強度の測定、及び表示データの生成を実行させてよい
。これにより、例えば、データ生成装置２００を所持したユーザが、表示データを確認し
ながら、電界強度の測定及び撮像画像の撮像作業を進めることができる。この場合、デー
タ生成装置２００は、携帯電話等の通信端末であってよい。
【００８６】
　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、多様な変更又は改良を加えることが
できることが当業者に明らかである。その様な変更又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。
【００８７】
　特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及
び方法における動作、手順、ステップ、及び段階などの各処理の実行順序は、特段「より
前に」、「先立って」などと明示しておらず、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、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明
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】
【００８８】
１０　電波状況測定システム、２０　通信ネットワーク、３２、３４　基地局、３６、３
８　通信エリア、１００　測定装置、１０２　撮像部、１０４　時刻情報取得部、１０６
　位置測定部、１０８　受信部、１１０　電波品質取得部、１１２　記憶部、１１４　送
信部、１１６　電力受給部、２００　データ生成装置、２０２　受信部、２０４　記憶部
、２０６　撮像画像取得部、２０８　位置情報取得部、２１０　電波品質取得部、２１２
　表示データ生成部、２１４　表示部、２１６　シミュレーションデータ生成部、２１８
　シミュレーションデータ取得部、２２０　制御部、２３０　測定データテーブル、２４
０　シミュレーションデータテーブル、３００　表示データ、３０２　撮像画像、３１０
　画像、３１２　電界強度画像、３１４　電界強度画像、３２０　画像、３２２　基地局
画像、３２４　基地局画像、３２６　測定装置画像、３２８　移動経路画像、３３０　画
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像、３３２　シミュレーション画像、３３４　シミュレーション画像、３４２　インジケ
ータ画像、３４４　インジケータ画像、４０２　ホストコントローラ、４０４　ＣＰＵ、
４０６　ＲＡＭ、４０８　入出力コントローラ、４１０　ＲＯＭ、４１２　通信インター
フェース、４１４　ディスプレイ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】 【図９】



(16) JP 5607188 B2 2014.10.15

【図１０】
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