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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報、ＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記
憶部と、
　基地局から送信された無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスお
よび補助識別子に基づいて、前記基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されて
いる前記基地局情報から取得する位置情報取得部と、
　を備え、
　前記位置情報取得部は、
　前記無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に
一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む前記基地局情報から前記基地
局の位置情報を取得し、
　前記補助識別子は、
　前記基地局から送信された無線信号と共に受信される他の基地局から送信された無線信
号の電波パターンを示す、
　位置情報処理装置。
【請求項２】
　前記補助識別子は、
　前記基地局の位置する地域を示す地域識別子である、
　請求項１に記載の位置情報処理装置。
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【請求項３】
　前記補助識別子は、
　前記基地局のＥＳＳＩＤである、
　請求項１に記載の位置情報処理装置。
【請求項４】
　前記位置情報処理装置は、
　前記位置情報取得部により取得された前記基地局の位置情報に基づいて、前記位置情報
処理装置の位置を推定する測位部、
　をさらに備える、請求項１に記載の位置情報処理装置。
【請求項５】
　前記位置情報処理装置は、
　前記基地局から送信された無線信号を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記無線信号から前記基地局のＭＡＣアドレスを取得する
ＭＡＣアドレス取得部と、
　前記受信部による前記無線信号の受信結果から前記補助識別子を取得する補助識別子取
得部と、
　をさらに備える、請求項１に記載の位置情報処理装置。
【請求項６】
　前記位置情報処理装置は、
　前記基地局から送信された無線信号を受信した携帯端末から前記基地局のＭＡＣアドレ
スおよび補助識別子を受信する受信部、
　をさらに備える、請求項１に記載の位置情報処理装置。
【請求項７】
　位置情報、ＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶するステップと、
　基地局から送信された無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスお
よび補助識別子に基づいて、前記基地局の位置情報を前記基地局情報から取得するステッ
プと、
　を含み、
　前記無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に
一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む前記基地局情報から前記基地
局の位置情報を取得するステップを含み、
　前記補助識別子は、
　前記基地局から送信された無線信号と共に受信される他の基地局から送信された無線信
号の電波パターンを示す、
　位置情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　位置情報、ＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記
憶部と、
　基地局から送信された無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスお
よび補助識別子に基づいて、前記基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されて
いる前記基地局情報から取得する位置情報取得部と、
　を備え、
　前記位置情報取得部は、
　前記無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に
一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む前記基地局情報から前記基地
局の位置情報を取得し、
　前記補助識別子は、
　前記基地局から送信された無線信号と共に受信される他の基地局から送信された無線信
号の電波パターンを示す、
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　位置情報処理装置として機能させるためのプログラム。
【請求項９】
　基地局から送信された無線信号を受信する受信部と、
　前記受信部による前記無線信号から前記基地局のＭＡＣアドレスを取得するＭＡＣアド
レス取得部と、
　前記受信部による前記無線信号の受信結果から補助識別子を取得する補助識別子取得部
と、
　を備える、携帯端末と、
　位置情報、ＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記
憶部と、
　前記携帯端末から前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子を受信する通信部と、
　前記通信部により受信された前記基地局のＭＡＣアドレスおよび前記補助識別子に基づ
いて、前記基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されている前記基地局情報か
ら取得する位置情報取得部と、
　を備え、
　前記位置情報取得部は、
　前記無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に
一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む前記基地局情報から前記基地
局の位置情報を取得し、
　前記補助識別子は、
　前記基地局から送信された無線信号と共に受信される他の基地局から送信された無線信
号の電波パターンを示す、
　位置情報処理装置と、
　を有する、位置情報処理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報処理装置、位置情報処理方法、プログラムおよび位置情報処理シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、衛星から送信された無線信号を受信可能な受信装置が車や携帯電話などの移動体
に搭載されている。ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）測
位によれば、かかる受信装置を搭載した移動体の位置を推定することが可能である。この
ような受信装置を用いた位置推定技術は、ナビゲーション、セキュリティーまたは娯楽な
どの多岐にわたる分野において重要な共通基盤技術である。
【０００３】
　また、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の基地局（アクセスポイ
ント）と無線通信を行う携帯端末が、基地局から送信される信号の信号強度を測定し、通
信装置と通信可能なサーバが、該信号強度に基づいて通信装置の位置を推定する位置推定
技術も考えられる。例えば、無線ＬＡＮの基地局は、無線ＬＡＮの基地局の存在を周囲に
報知するためのビーコンを一定周期（例えば、５回／秒）で送信している。携帯端末は、
かかるビーコンの信号強度をサーバに送信し、サーバは、該信号強度と事前に登録されて
いる無線ＬＡＮの基地局の位置情報とに基づいて携帯端末の位置を推定できる。
【０００４】
　上記位置推定技術によれば、無線ＬＡＮの基地局は屋内や地下にも設置されるため、Ｇ
ＰＳ測位に基づく位置推定技術では困難であった屋内や地下での位置推定ができる。すな
わち、上記位置推定技術は、携帯端末の周囲に設置された無線ＬＡＮの基地局の位置を示
す基地局情報がサーバに登録されていれば、利便性、簡易性に優れた位置推定技術といえ
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る。携帯端末は、受信したビーコンの送信元の基地局を特定するために、該ビーコンから
送信元の基地局のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを取得
するという技術が通常用いられる。
【０００５】
　ここで、ＭＡＣアドレスは、基地局に対して一意に割り当てられることが望ましいが、
何らかの理由により同一のＭＡＣアドレスが異なる複数の基地局に対して割り当てられて
しまう場合も想定される。かかる場合には、携帯端末は、ビーコンに含まれるＭＡＣアド
レスからビーコンの送信元の基地局を正確に特定することができない。その結果として、
サーバは、ビーコンの送信元の基地局の位置情報を誤って取得することとなり、携帯端末
の位置を正確に推定することができなくなってしまう。同一のＭＡＣアドレスが複数の装
置に設定される状況を検出する技術については、例えば、特許文献１により開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２７３２６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、例えば、上記特許文献１により開示された技術を採用したとしても、同
一のＭＡＣアドレスが複数の基地局に対して割り当てられている状況において、高精度に
基地局の位置情報を取得することはできなかった。
 
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、同一のＭＡＣアドレスが複数の基地局に対して割り当てられている状況において、高
精度に基地局の位置情報を取得することが可能な、新規かつ改良された位置情報処理装置
、位置情報処理方法、プログラムおよび位置情報処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、位置情報、ＭＡＣアドレスお
よび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記憶部と、基地局から送信された
無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に基づい
て、前記基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されている前記基地局情報から
取得する位置情報取得部と、を備える、位置情報処理装置が提供される。
【００１０】
　前記位置情報取得部は、前記無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアド
レスおよび補助識別子に一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む前記
基地局情報から前記基地局の位置情報を取得することとしてもよい。
【００１１】
　前記補助識別子は、前記基地局の位置する地域を示す地域識別子であることとしてもよ
い。
【００１２】
　前記補助識別子は、前記基地局のＥＳＳＩＤであることとしてもよい。
【００１３】
　前記補助識別子は、前記基地局から送信された無線信号と共に受信される他の基地局か
ら送信された無線信号の電波パターンを示すこととしてもよい。
【００１４】
　前記位置情報処理装置は、前記位置情報取得部により取得された前記基地局の位置情報
に基づいて、前記位置情報処理装置の位置を推定する測位部、をさらに備えることとして
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もよい。
【００１５】
　前記位置情報処理装置は、前記基地局から送信された無線信号を受信する受信部と、前
記受信部により受信された前記無線信号から前記基地局のＭＡＣアドレスを取得するＭＡ
Ｃアドレス取得部と、前記受信部による前記無線信号の受信結果から前記補助識別子を取
得する補助識別子取得部と、をさらに備えることとしてもよい。
【００１６】
　前記位置情報処理装置は、前記基地局から送信された無線信号を受信した携帯端末から
前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子を受信する受信部、をさらに備えることと
してもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、位置情報、ＭＡＣアド
レスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶するステップと、基地局から送信された無
線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に基づいて
、前記基地局の位置情報を前記基地局情報から取得するステップと、を含む、位置情報処
理方法が提供される。
 
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、位置
情報、ＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記憶部と
、基地局から送信された無線信号の受信により取得される前記基地局のＭＡＣアドレスお
よび補助識別子に基づいて、前記基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されて
いる前記基地局情報から取得する位置情報取得部と、を備える、位置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。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、基地局から送信された
無線信号を受信する受信部と、前記受信部による前記無線信号から前記基地局のＭＡＣア
ドレスを取得するＭＡＣアドレス取得部と、前記受信部による前記無線信号の受信結果か
ら補助識別子を取得する補助識別子取得部と、を備える、携帯端末と、位置情報、ＭＡＣ
アドレスおよび補助識別子を含む基地局情報を記憶する基地局情報記憶部と、前記携帯端
末から前記基地局のＭＡＣアドレスおよび前記補助識別子を受信する通信部と、前記通信
部により受信された前記基地局のＭＡＣアドレスおよび前記補助識別子に基づいて、前記
基地局の位置情報を前記基地局情報記憶部に記憶されている前記基地局情報から取得する
位置情報取得部と、を備える、位置情報処理装置と、を有する、位置情報処理システムが
提供される。
 
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明によれば、同一のＭＡＣアドレスが複数の基地局に対して割
り当てられている状況において、高精度に基地局の位置情報を取得することが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施形態に係る位置情報処理システムの構成を示した図である。
【図２】比較例に係る基地局情報の構成例を示した図である。
【図３】比較例に係る基地局の位置情報の取得例を示した説明図である。
【図４】比較例に係る位置推定の流れを示すフローチャートである。
【図５】第１の実施形態に係る携帯端末の構成を示した機能ブロック図である。
【図６】第１の実施形態に係る基地局情報の構成例を示した図である。
【図７】第１の実施形態に係る補助識別子取得手法の一例を示す説明図である。



(6) JP 5531998 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

【図８】第１の実施形態に係る測位手法の一例を示す説明図である。
【図９】第１の実施形態に係る基地局の位置情報の取得例を示した説明図である。
【図１０】第１の実施形態に係る位置推定の流れを示すフローチャートである。
【図１１】第２の実施形態に係る位置情報処理システムの構成を示した図である。
【図１２】第２の実施形態に係る携帯端末およびサーバの各々の構成を示した機能ブロッ
ク図である。
【図１３】位置情報処理装置のハードウェア構成例を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、
本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一
の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２３】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００２４】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための形態」を説明する。
　　１．各実施形態の説明
　　　１－１．第１の実施形態
　　　　（位置情報処理システムの構成）
　　　　（比較例による位置情報の取得）
　　　　（本実施形態に係る位置情報処理装置の構成）
　　　１－２．第２の実施形態
　　　　（位置情報処理システムの構成）
　　　　（本実施形態に係る位置情報処理装置の構成）
　　２．位置情報処理装置のハードウェア構成
　　３．むすび
【００２５】
　　＜１．各実施形態の説明＞
　以下、図１～図１３を参照し、本発明による各実施形態を詳細に説明する。
【００２６】
　　［１－１．第１の実施形態］
　　　　（位置情報処理システムの構成）
　まず、本発明の第１の実施形態に係る位置情報処理システムについて説明する。本実施
形態に係る位置情報処理システムは、位置情報処理システムを構成する携帯端末（位置情
報処理装置）が特筆すべき特徴を有する。以下、図１～図１０を用いて説明する。
【００２７】
　図１は、本実施形態に係る位置情報処理システム１Ａの構成を示した図である。図１に
示すように、位置情報処理システム１Ａは、携帯端末１０を備えるものである。
【００２８】
　基地局２０は、空間的に散在する携帯端末間の通信を中継する。例えば、基地局２０は
、それぞれの電波到達範囲内にある携帯端末１０と他の携帯端末（図示せず。）との無線
通信を中継したり、携帯端末１０と基地局２０に有線で接続された通信装置との通信を中
継したりすることができる。具体的には、基地局２０は、ＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）規格に基づく無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
の基地局であっても、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）の基地局であっても、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの基地局であっ
てもよい。
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【００２９】
　基地局２０は、無線通信を中継する際に送信する信号の他に、基地局２０の存在を周囲
に報知するためのビーコン信号を定期的に送信することができる。該ビーコン信号には、
例えば基地局２０に固有に付与される基地局識別情報としての基地局ＩＤが含まれる。そ
の結果、携帯端末１０は、受信したビーコン信号の基地局ＩＤに基づいて、周囲に存在す
る基地局２０の存在を確認することができる。基地局ＩＤとしては、ＭＡＣアドレスが使
用され得る。
【００３０】
　携帯端末１０は、基地局２０が制御する無線通信に基づいて各種データを送受信するこ
とができる。例えば、携帯端末１０は、基地局２０を介してコンテンツ配信サーバ（図示
せず。）からコンテンツデータを受信することができる。また、例えば、携帯端末１０は
、他の携帯端末（図示せず。）と電子メールを送受信することができる。なお、コンテン
ツデータとしては、音楽、講演およびラジオ番組などの音楽データや、映画、テレビジョ
ン番組、ビデオプログラム、写真、絵画および図表などの映像データや、ゲームおよびソ
フトフェアなどの任意のデータがあげられる。
【００３１】
　また、このような携帯端末１０は、例えば、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ）、家庭用映像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）、携帯電話、ＰＨＳ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、携帯用音楽再生装置、携帯
用映像処理装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、
家庭用ゲーム機器、携帯用ゲーム機器、家電機器などの情報処理装置であってもよい。
【００３２】
　携帯端末１０は、基地局２０が設置されている位置を示す位置情報が基地局ＩＤと対応
付けられた基地局情報を事前に記憶しており、基地局２０から受信した信号の強度を示す
信号強度情報と、上記基地局情報とに基づいて、例えば三角測量の原理により携帯端末１
０の位置を推定する機能を有する。
【００３３】
　また、本実施形態に係る携帯端末１０は、基地局２０が新たに設置された場合や、基地
局２０の位置が変更された場合に、記憶する基地局情報の内容を、現実の基地局２０の設
置位置に追従して更新することも可能である。
【００３４】
　基地局ＩＤとしてＭＡＣアドレスが使用される場合、携帯端末１０は、基地局２０から
ＭＡＣアドレスを受信すると、そのＭＡＣアドレスに基づいて基地局２０の位置情報を取
得することができる。しかし、基地局２０から受信したＭＡＣアドレスに基づいて基地局
２０の位置情報を取得することに関してはいくつかの問題がある。以下、図２～４を参照
し、これらの問題について簡単に説明する。
 
【００３５】
　　　（比較例による位置情報の取得）
　図２は、比較例に係る基地局情報の構成例を示した図である。図２に示すように、基地
局２０Ａ～２０Ｄの各々の位置情報を「Ｐ１」～「Ｐ４」とする。また、基地局２０Ａお
よび２０ＢのＭＡＣアドレスを「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」、基地局２０Ｃ
のＭＡＣアドレスを「ＳＳ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」、基地局２０ＤのＭＡＣア
ドレスを「ＴＴ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」とする。
【００３６】
　この例における基地局２０Ａおよび２０Ｂのように、何らかの理由により異なる複数の
基地局２０に対して同一のＭＡＣアドレスが割り当てられてしまう場合がある。このよう
なＭＡＣアドレスの重複は、実際の調査により得られている現象である。Ａ国のＢ市にお
いて幹線道路を一周する間に得られた調査結果を例として取り上げると、一周する間に２
９８１個の基地局２０が観測されたが、そのうちの２５６個の基地局２０のＭＡＣアドレ
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スが他の基地局２０のＭＡＣアドレスと重複していた。これは、Ｂ市に設置されている基
地局２０全体の約８．５％に相当する。
【００３７】
　また、５００ｍ程度しか離れていない複数の観測地においてＭＡＣアドレスの重複を観
測した。さらに、１ｋｍ程度離れた複数の観測地においては、１６４個の基地局２０のＭ
ＡＣアドレスが他の基地局２０のＭＡＣアドレスと重複していた。これは、Ｂ市に設置さ
れている基地局２０全体の約５．５％に相当する。このように、複数の基地局２０に対し
て同一のＭＡＣアドレスが割り当てられている場合には、正確な基地局２０の位置情報を
取得できなくなる可能性があり、携帯端末の測位精度も低下する可能性がある。その理由
について、図３を参照しながらさらに詳細に説明する。
【００３８】
　図３は、比較例に係る基地局の位置情報の取得例を示した説明図である。例えば、携帯
端末１０♯が図２に示したような基地局情報を記憶している状態において、携帯端末１０
♯を有するユーザが、図３に示すような経路で移動したとする。なお、図３に示すように
、基地局２０Ａおよび基地局２０Ｂには同一のＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ
－ＶＶ－ＷＷ」が割り当てられているが、基地局２０Ａの位置情報は「Ｐ１」であり、基
地局２０Ｂの位置情報は「Ｐ２」であるものとする。
【００３９】
　まず、ユーザが基地局２０Ａに近づき、携帯端末１０♯は、位置情報Ｐ１が示す位置に
設置されている基地局２０ＡからＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ
」を取得したとする。この場合、携帯端末１０♯は、取得したＭＡＣアドレス「ＸＸ－Ｙ
Ｙ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」に基づいて、基地局２０Ａの位置を特定しようとするが、
基地局情報には、基地局２０Ａの位置情報として「Ｐ１」および「Ｐ２」が登録されてい
るため、正しい位置情報である「Ｐ１」を取得できるとは限らない。
【００４０】
　続いて、ユーザが基地局２０Ｂに近づき、携帯端末１０♯は、位置情報Ｐ２が示す位置
に設置されている基地局２０ＢからＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－Ｗ
Ｗ」を取得したとする。この場合、携帯端末１０♯は、取得したＭＡＣアドレス「ＸＸ－
ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」に基づいて、基地局２０Ｂの位置を特定しようとするが
、基地局情報には、基地局２０Ｂの位置情報として「Ｐ１」および「Ｐ２」が登録されて
いるため、正しい位置情報である「Ｐ２」を取得できるとは限らない。
 
【００４１】
　図３に示した例のように、基地局２０Ａおよび２０Ｂに対して同一のＭＡＣアドレスが
割り当てられている場合には、基地局２０Ａおよび２０Ｂの位置情報を正しく認識できな
い可能性がある。また、基地局２０の位置情報を正確に取得できなければ、基地局２０の
位置情報に基づいた携帯端末１０♯の測位精度も低下する可能性がある。この比較例に係
る位置推定の流れについて、図４を参照しながら説明する。
【００４２】
　図４は、比較例に係る位置推定の流れを示すフローチャートである。図４に示すように
、携帯端末１０♯は、各基地局２０から無線信号を受信し（Ｓ９０１）、各基地局２０か
ら受信した無線信号からＭＡＣアドレスを取得する（Ｓ９０２）。携帯端末１０♯は、各
基地局２０に関して繰り返し（Ｓ９０３～Ｓ９０５）を実行する。繰り返し（Ｓ９０３～
Ｓ９０５）において、携帯端末１０♯は、各基地局２０から取得されたＭＡＣアドレスに
基づいて基地局２０の位置情報を取得する（Ｓ９０４）。
【００４３】
　携帯端末１０♯は、各基地局２０に関して繰り返し（Ｓ９０３～Ｓ９０５）を実行する
と、各基地局２０の位置情報と各基地局２０から受信した無線信号の信号強度とに基づい
て測位を行う（Ｓ９０６）。しかしながら、上記したように、異なる複数の基地局２０に
対して同一のＭＡＣアドレスが割り当てられている場合には、Ｓ９０４において、基地局
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２０の位置情報を正確に取得できない可能性がある。その結果、Ｓ９０６において、基地
局２０の位置情報に基づいた携帯端末１０♯の測位精度も低下する可能性がある。
【００４４】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本発明の各実施形態を創作するに至った。本発明の
各実施形態によれば、同一のＭＡＣアドレスが複数の基地局２０に対して割り当てられて
いる状況においても、ＭＡＣアドレスに対して補助的な役割を担う補助識別子を使用する
ため、基地局２０の位置情報を高精度に取得することができる。このため、携帯端末１０
の測位精度を向上させることが可能となる。以下、本発明の各実施形態を詳細に説明する
。
【００４５】
　　　（本実施形態に係る位置情報処理装置の構成）
　図５は、本実施形態に係る携帯端末１０の構成を示した機能ブロック図である。図５に
示すように、本実施形態に係る携帯端末１０は、通信部１１０と、ＭＡＣアドレス取得部
１２０と、補助識別子取得部１３０と、制御部１４０と、基地局情報記憶部１５０と、補
助識別子登録処理部１６０と、位置情報取得部１７０と、信号強度検出部１８０と、測位
部１９０とを備える。
【００４６】
　基地局情報記憶部１５０は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の
磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、光磁気記憶デバイス等によ
り構成され、基地局情報を記憶する機能を有する。基地局情報について、図６を参照しな
がら説明する。図６は、本実施形態に係る基地局情報の構成例を示した図である。図６に
示すように、基地局情報は、ＭＡＣアドレス、補助識別子および位置情報を含んでいる。
位置情報の形式は、緯度、経度を用いた形式に限られず、例えば、ｘ、ｙ座標を用いた形
式であっても、極座標を用いた形式であっても、ベクトルを用いた形式であってもよい。
【００４７】
　ＭＡＣアドレスおよび位置情報は、事前に基地局情報記憶部１５０に登録され得る。例
えば、基地局２０が設置された場合に、基地局２０のＭＡＣアドレスと基地局２０の位置
情報との組み合わせが、所定の操作によりユーザ等から基地局情報記憶部１５０に登録さ
れてもよい。また、基地局２０が測位された段階において、基地局２０のＭＡＣアドレス
と測位により取得された基地局２０の位置情報との組み合わせが、基地局情報記憶部１５
０に登録されてもよい。
【００４８】
　基地局２０の測位は、測位部１９０が行うことも可能である。すなわち、例えば、基地
局２０からの無線信号が通信部１１０により受信されている間に、測位部１９０による携
帯端末１０の測位が行われた場合には、通信部１１０により受信された無線信号から取得
されるＭＡＣアドレスと携帯端末１０の測位により取得された位置情報との組み合わせが
、基地局情報記憶部１５０に登録されてもよい。基地局情報に含まれる補助識別子は、事
前に基地局情報記憶部１５０に登録されてもよく、後に説明するように、補助識別子登録
処理部１６０により基地局情報記憶部１５０に登録されてもよい。
【００４９】
　図５に戻って、携帯端末１０の構成について説明を続ける。通信部１１０は、例えば、
周囲の基地局２０などが送信する無線信号（例えば、ビーコン信号）を受信する受信部と
しての機能を有する。通信部１１０は、無線ＬＡＮ対応通信装置であっても、ＧＳＭ対応
通信装置であっても、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応通信装置であってもよい。
【００５０】
　信号強度検出部１８０は、通信部１１０により基地局２０から受信された無線信号の信
号強度を検出する機能を有する。信号強度検出部１８０により検出された信号強度は、測
位部１９０に提供され得る。また、信号強度検出部１８０により検出された信号強度は、
補助識別子取得部１３０に提供され得る。
【００５１】
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　ＭＡＣアドレス取得部１２０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成され、基地局２０から通信部１１０により
受信された無線信号から基地局２０を識別するためのＭＡＣアドレスを取得する機能を有
する。上記したように、本実施形態においては、異なる複数の基地局２０に同一のＭＡＣ
アドレスが割り当てられている状況が想定されるため、異なる複数の基地局２０から受信
された無線信号から取得したＭＡＣアドレスであっても、同一である可能性がある。
【００５２】
　補助識別子取得部１３０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、通信部
１１０による無線信号の受信結果から補助識別子を取得する機能を有する。補助識別子取
得部１３０による補助識別子の取得手法としては、様々な手法を採用することができる。
第１の例としては、基地局２０の位置する地域を示す地域識別子を補助識別子として取得
する手法が挙げられる。
【００５３】
　地域識別子の取得手法としても様々な手法を採用することができる。例えば、補助識別
子取得部１３０は、基地局２０から送信される無線信号に地域識別子が含まれている場合
には、基地局２０から通信部１１０により受信された無線信号から地域識別子を補助識別
子として取得してもよい。また、補助識別子取得部１３０は、ユーザから基地局２０の位
置する地域を示す地域識別子の入力を受け付けることが可能であれば、ユーザから入力さ
れた地域識別子を補助識別子として取得してもよい。
【００５４】
　基地局２０の位置する地域を示す地域識別子としては、例えば、基地局２０の位置する
国を識別するための識別子であってもよいし、国よりも狭い地域、例えば、州、市などと
いった地域を示す情報であってもよい。
【００５５】
　第２の例としては、基地局２０のＥＳＳＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓ
ｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）を補助識別子として取得する手法が挙げられる。例えば、
補助識別子取得部１３０は、基地局２０から送信される無線信号にＥＳＳＩＤが含まれて
いる場合には、基地局２０から通信部１１０により受信された無線信号からＥＳＳＩＤを
補助識別子として取得することができる。
【００５６】
　第３の例としては、基地局２０から送信された無線信号と共に受信される他の基地局２
０から送信された無線信号の電波パターンを補助識別子として取得する手法が挙げられる
。この第３の例については、図７を参照しながら説明する。
【００５７】
　図７は、本実施形態に係る補助識別子取得手法の第３の例を示す説明図である。図７に
示すように、ある３つの地点の各々において、受信された無線信号からＭＡＣアドレス「
ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」が取得され、その無線信号の信号強度が「－８２
ｄＢｍ」「－８０ｄＢｍ」「－７０ｄＢｍ」と検出されたとする。この場合には、補助識
別子取得部１３０は、受信された無線信号から同一のＭＡＣアドレスが３つの地点の各々
において取得されているため、他の無線信号から取得されたＭＡＣアドレスを比較する。
【００５８】
　図７に示すように、第１および第２の地点の各々において受信された他の無線信号から
ＭＡＣアドレスとして「ＳＳ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」が取得され、その無線信
号の信号強度がそれぞれ「－６５ｄＢｍ」「－６３ｄＢｍ」と検出されたとする。この場
合には、補助識別子取得部１３０は、第１および第２の地点において受信された他の無線
信号から取得されたＭＡＣアドレスも同一であるため、第１および第２の地点においては
、同一の補助識別子Ｃ１を取得する。
【００５９】
　一方、第３の地点において受信された他の無線信号からＭＡＣアドレスとして「ＴＴ－
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ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」が取得され、その無線信号の信号強度がそれぞれ「－７
９ｄＢｍ」と検出されたとする。この場合には、補助識別子取得部１３０は、第１および
第２の地点において受信された他の無線信号から取得されたＭＡＣアドレスと異なるＭＡ
Ｃアドレスが、第３の地点において受信された他の無線信号から取得されたため、第３の
地点においては、第１および第２の地点とは異なる補助識別子Ｃ２を取得する。
【００６０】
　このように、基地局２０から送信された無線信号と共に他の基地局２０からも無線信号
が送信される場合、補助識別子取得部１３０は、他の基地局２０から送信された無線信号
から取得されるＭＡＣアドレスの組み合わせを電波パターンとして認識し、電波パターン
ごとに異なる補助識別子を取得することが可能である。
【００６１】
　また、他の基地局２０から送信された無線信号から取得されるＭＡＣアドレス以外に、
他の基地局２０から送信された無線信号の信号強度も考慮して電波パターンを認識するこ
ととしてもよい。例えば、第１および第２の地点において、他の基地局２０から送信され
た無線信号の信号強度は、それぞれ「－６５ｄＢｍ」「－６３ｄＢｍ」と検出されたが、
この２つの信号強度の差分に応じて、電波パターンが同一であるか否かを判断してもよい
。
【００６２】
　すなわち、２つの信号強度の差分が所定値未満の場合には、電波パターンが同一である
と判断し、２つの信号強度の差分が所定値を超えている場合には、電波パターンが異なる
と判断してもよい。２つの信号強度の差分が所定値と同じ場合には、どちらであってもよ
い。なお、図７に示した例では、基地局２０から送信された無線信号と共に、他の１つの
基地局２０から送信された無線信号を携帯端末１０が受信することとしたが、携帯端末１
０は、他の複数の基地局２０から送信された無線信号を受信し、他の複数の基地局２０か
ら受信した無線信号から電波パターンを認識してもよい。
【００６３】
　制御部１４０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、補助識別子取得部
１３０により取得された補助識別子が基地局情報記憶部１５０により記憶されているか否
かを判断する機能を有する。制御部１４０は、補助識別子が基地局情報記憶部１５０によ
り記憶されていると判断した場合には、位置情報取得部１７０に位置情報を取得させ、補
助識別子が基地局情報記憶部１５０により記憶されていないと判断した場合には、補助識
別子登録処理部１６０に補助識別子を登録する処理を行わせる。
【００６４】
　位置情報取得部１７０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、基地局２
０から送信された無線信号の受信により取得される基地局２０のＭＡＣアドレスおよび補
助識別子に基づいて、基地局２０の位置情報を基地局情報記憶部１５０に記憶されている
基地局情報から取得する機能を有する。上記したように、基地局２０のＭＡＣアドレスは
、例えば、ＭＡＣアドレス取得部１２０により取得され得る。また、補助識別子は、補助
識別子取得部１３０により取得され得る。
【００６５】
　位置情報取得部１７０は、無線信号の受信により取得される基地局２０のＭＡＣアドレ
スおよび補助識別子に一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識別子を含む基地局
情報から基地局２０の位置情報を取得することができる。位置情報取得部１７０は、例え
ば、ＭＡＣアドレス取得部１２０により取得されたＭＡＣアドレスおよび補助識別子取得
部１３０により取得された補助識別子に一致または類似するＭＡＣアドレスおよび補助識
別子を、基地局情報記憶部１５０により記憶されている基地局情報から取得することがで
きる。
【００６６】
　基地局２０のＭＡＣアドレスおよび補助識別子に類似する範囲は、事前に定めておくこ
とができる。例えば、ＭＡＣアドレス取得部１２０により取得されたＭＡＣアドレスのう
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ちの所定部分が基地局情報記憶部１５０により記憶されているＭＡＣアドレスのうちの所
定部分と一致していれば、お互いに類似しているとすることができる。また、例えば、補
助識別子取得部１３０により取得された補助識別子のうちの所定部分が基地局情報記憶部
１５０により記憶されている補助識別子のうちの所定部分と一致していれば、お互いに類
似しているとすることができる。
【００６７】
　補助識別子登録処理部１６０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、補
助識別子を基地局情報記憶部１５０に登録する機能を有する。補助識別子登録処理部１６
０は、例えば、上記したように、測位部１９０による携帯端末１０の測位が行われた場合
には、ＭＡＣアドレス取得部１２０により取得されたＭＡＣアドレスと携帯端末１０の測
位により取得された位置情報と補助識別子取得部１３０により取得された補助識別子との
組み合わせを、基地局情報として基地局情報記憶部１５０に登録することができる。
【００６８】
　測位部１９０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成され、位置情報取得部１
７０により取得された基地局２０の位置情報に基づいて、携帯端末１０の位置を推定する
機能を有する。なお、測位部１９０は、携帯端末１０に備えられていることとしてもよく
、携帯端末１０以外の他の装置に備えられていることとしてもよい。測位部１９０は、基
地局２０Ａ～２０Ｃから受信した無線信号の強度と基地局情報とに基づいて、三角測量の
原理により携帯端末１０の位置を推定することができる。この三角測量の原理について、
図８を参照しながら説明する。
【００６９】
　図８は、本実施形態に係る測位手法の一例を示す説明図である。図８には、簡単のため
、測位部１９０が、基地局２０Ａ～２０Ｃの各々から送信された信号の強度（ＷＡ、ＷＢ
およびＷＣ）と、基地局２０Ａ～２０Ｃの各々の位置情報Ｐ１～Ｐ３とに基づいて、携帯
端末１０の現在位置Ｏを推定する例が示されているが、基地局２０の数は特に限定される
ものではない。すなわち、測位部１９０は、例えば、以下の数式１～３に従って、携帯端
末１０の現在位置Ｏを推定することができる。
【００７０】

【数１】

【数２】

【数３】

【００７１】
　数式１において、Ａｉは基地局情報記憶部１５０により記憶されている基地局情報に登
録されているｉ番目の基地局の位置情報を示す。したがって、位置情報が経度、緯度で表
される場合、数式１を経度、緯度ごとに適用する。また、Ｗｉは、数式２に示したように
、信号強度から推定される携帯端末１０および基地局２０ｉの間の推定距離ｄ（２０ｉ）
に基づいて得られる重み係数である。また、Ｗは、数式３に示したように重み係数の総和
である。
【００７２】
　数式１を参照すると、ｄ（２０ｉ）が小さい基地局２０の位置情報が携帯端末１０の現
在位置Ｏに大きく反映される。一方、ｄ（２０ｉ）が大きい基地局２０の位置情報は、携



(13) JP 5531998 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

帯端末１０の現在位置Ｏに対する影響力が小さい。測位部１９０は、このような数式１を
用いることにより携帯端末１０の現在位置Ｏを合理的に推定することができる。
【００７３】
　なお、携帯端末１０の測位は上記数式１を用いる方法に限られず、例えば、携帯端末１
０が最も高い信号強度で受信した信号の送信元の基地局２０の位置を、携帯端末１０の位
置であると推定してもよい。すなわち、測位部１９０は、例えば、位置情報取得部１７０
により取得された基地局２０の位置情報を携帯端末１０の位置としてもよい。また、携帯
端末１０が所定の閾値以上の信号強度で受信した信号の送信元の基地局２０の中心となる
ような位置を、携帯端末１０の位置であると推定してもよい。
【００７４】
　図９は、本実施形態に係る基地局２０の位置情報の取得例を示した説明図である。例え
ば、携帯端末１０が図６に示したような基地局情報を記憶している状態において、携帯端
末１０を有するユーザが、図９に示すような経路で移動したとする。なお、図９に示すよ
うに、基地局２０Ａおよび基地局２０Ｂには同一のＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－
ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」が割り当てられているが、基地局２０Ａの位置情報は「Ｐ１」であり
、基地局２０Ｂの位置情報は「Ｐ２」であるものとする。
【００７５】
　まず、ユーザが基地局２０Ａに近づき、携帯端末１０は、位置情報Ｐ１が示す位置に設
置されている基地局２０ＡからＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」
を取得したとする。この場合、携帯端末１０は、取得したＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－
ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」に基づいて、補助識別子Ｃ１を取得する。携帯端末１０は、Ｍ
ＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」と補助識別子Ｃ１とに基づいて、
基地局２０Ａの位置を特定しようとする。基地局情報には、ＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ
－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」と補助識別子Ｃ１とに対応付けられて位置情報Ｐ１が登録さ
れているため、基地局２０Ａの正しい位置情報である「Ｐ１」を取得することができる。
【００７６】
　続いて、ユーザが基地局２０Ｂに近づき、携帯端末１０は、位置情報Ｐ２が示す位置に
設置されている基地局２０ＢからＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ
」を取得したとする。この場合、携帯端末１０は、取得したＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ
－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」に基づいて、補助識別子Ｃ２を取得する。携帯端末１０は、
ＭＡＣアドレス「ＸＸ－ＹＹ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」と補助識別子Ｃ２とに基づいて
、基地局２０Ｂの位置を特定しようとする。基地局情報には、ＭＡＣアドレス「ＸＸ－Ｙ
Ｙ－ＺＺ－ＵＵ－ＶＶ－ＷＷ」と補助識別子Ｃ２とに対応付けられて位置情報Ｐ２が登録
されているため、基地局２０Ｂの正しい位置情報である「Ｐ２」を取得することができる
。
【００７７】
　図９に示した例のように、本実施形態によれば、基地局２０Ａおよび２０Ｂに対して同
一のＭＡＣアドレスが割り当てられている場合であっても、基地局２０Ａおよび２０Ｂの
位置情報を正しく認識することができる。また、基地局２０の位置情報を正確に取得でき
るため、基地局２０の位置情報に基づいた携帯端末１０の測位精度を向上させることがで
きる。本実施形態に係る位置推定の流れについて、図１０を参照しながら説明する。
【００７８】
　図１０は、本実施形態に係る位置推定の流れを示すフローチャートである。図１０に示
すように、携帯端末１０は、各基地局２０から無線信号を受信し（Ｓ１０１）、各基地局
２０から受信した無線信号からＭＡＣアドレスを取得する（Ｓ１０２）。携帯端末１０は
、各基地局２０に関して繰り返し（Ｓ１０３～Ｓ１０６）を実行する。繰り返し（Ｓ１０
３～Ｓ１０６）において、携帯端末１０は、無線信号の受信結果から補助識別子を取得す
る（Ｓ１０４）し、各基地局２０から取得されたＭＡＣアドレスと補助識別子とに基づい
て基地局２０の位置情報を取得する（Ｓ１０５）。
【００７９】
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　携帯端末１０は、各基地局２０に関して繰り返し（Ｓ１０３～Ｓ１０６）を実行すると
、各基地局２０の位置情報と各基地局２０から受信した無線信号の信号強度とに基づいて
測位を行う（Ｓ１０７）。かかる位置推定によれば、上記したように、異なる複数の基地
局２０に対して同一のＭＡＣアドレスが割り当てられている場合であっても、Ｓ１０５に
おいて、正確な基地局２０の位置情報を取得することができる。その結果、Ｓ１０７にお
いて、基地局２０の位置情報に基づいた携帯端末１０の測位精度を向上させることができ
る。
【００８０】
　　　［１－２．第２の実施形態］
　以上、本発明の第１の実施形態を説明した。続いて、図１１および図１２を参照し、本
発明の第２の実施形態を説明する。
【００８１】
　図１１は、本発明の第２の実施形態に係る位置情報処理システム１Ｂの構成を示した図
である。図１１に示したように、第２の実施形態に係る携帯端末１０は、ネットワーク４
０を介してサーバ（位置情報処理装置）３０と通信を行うことが可能である。
【００８２】
　ネットワーク４０は、ネットワーク４０に接続されている装置から送信される情報の有
線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク４０は、インターネット、電話回
線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種のＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒ
ｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。
 
【００８３】
　図１２は、本実施形態に係る携帯端末およびサーバの各々の構成を示した機能ブロック
図である。図１２に示したように、本実施形態に係る携帯端末１０は、第１の実施形態に
おいて説明した、通信部１１０、ＭＡＣアドレス取得部１２０、補助識別子取得部１３０
および信号強度検出部１８０の他、通信部１９５を有する。一方、本実施形態に係るサー
バ３０は、第１の実施形態において説明した、制御部１４０、基地局情報記憶部１５０、
補助識別子登録処理部１６０、位置情報取得部１７０および測位部１９０の他、通信部２
１０を有する。
【００８４】
　携帯端末１０の通信部１９５は、サーバ３０とネットワーク４０を介して通信を行うこ
とが可能である。例えば、通信部１９５は、ＭＡＣアドレス取得部１２０により取得され
たＭＡＣアドレスと、補助識別子取得部１３０により取得された補助識別子と、信号強度
検出部１８０により検出された信号強度とを、サーバ３０に送信する送信部として機能す
ることができる。通信部１１０、ＭＡＣアドレス取得部１２０、補助識別子取得部１３０
および信号強度検出部１８０の各ブロックが有する機能は、第１の実施形態において説明
した各ブロックの機能と同様である。
【００８５】
　サーバ３０の通信部２１０は、携帯端末１０とネットワーク４０を介して通信を行うこ
とが可能である。通信部２１０は、例えば、携帯端末１０から送信されたＭＡＣアドレス
、補助識別子および信号強度を受信する受信部として機能することができる。制御部１４
０、基地局情報記憶部１５０、補助識別子登録処理部１６０、位置情報取得部１７０およ
び測位部１９０の各ブロックが有する機能は、第１の実施形態において説明した各ブロッ
クの機能と同様である。
【００８６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、第１の実施形態と同様、同一のＭＡＣアド
レスが複数の基地局２０に対して割り当てられている状況においても、基地局２０の位置
情報を高精度に取得することができる。このため、携帯端末１０の測位精度を向上させる



(15) JP 5531998 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ことが可能となる。また、携帯端末１０が複数存在する場合であっても、携帯端末１０ご
とに基地局情報を記憶する必要がなく、サーバ３０において一括して基地局情報を記憶し
、ハードウェア資源を有効に利用することができる。
【００８７】
　　［２．位置情報処理装置のハードウェア構成］
　図１３は、位置情報処理装置１０，３０のハードウェア構成を示したブロック図である
。位置情報処理装置１０，３０は、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３０３と、
ホストバス３０４と、を備える。また、位置情報処理装置１０，３０は、ブリッジ３０５
と、外部バス３０６と、インタフェース３０７と、入力装置３０８と、出力装置３１０と
、ストレージ装置（ＨＤＤ）３１１と、ドライブ３１２と、通信装置３１３とを備える。
【００８８】
　ＣＰＵ３０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
位置情報処理装置１０，３０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ３０１は、マイクロ
プロセッサであってもよい。ＲＯＭ３０２は、ＣＰＵ３０１が使用するプログラムや演算
パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１の実行において使用するプログ
ラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバ
スなどから構成されるホストバス３０４により相互に接続されている。
【００８９】
　ホストバス３０４は、ブリッジ３０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
３０６に接続されている。なお、必ずしもホストバス３０４、ブリッジ３０５および外部
バス３０６を分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【００９０】
　入力装置３０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ３０１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。位置情報処理装置１０，３０のユーザは、該入力装置３０８を操作することにより、
位置情報処理装置１０，３０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりす
ることができる。
【００９１】
　出力装置３１０は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置およびランプなどの表示装置を含む。さらに、出力装
置３１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む。出力装置３１０は、
例えば、再生されたコンテンツを出力する。具体的には、表示装置は再生された映像デー
タ等の各種情報をテキストまたはイメージで表示する。一方、音声出力装置は、再生され
た音声データ等を音声に変換して出力する。
【００９２】
　ストレージ装置３１１は、本実施形態に係る位置情報処理装置１０，３０の記憶部の一
例として構成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置３１１は、記憶媒体、記
憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記
憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ装置３１
１は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）で構成される。このストレー
ジ装置３１１は、ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ３０１が実行するプログラムや各種デ
ータを格納する。
【００９３】
　ドライブ３１２は、記憶媒体用リーダライタであり、位置情報処理装置１０，３０に内
蔵、あるいは外付けされる。ドライブ３１２は、装着されている磁気ディスク、光ディス
ク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体２００に記録されて
いる情報を読み出して、ＲＡＭ３０３に出力する。また、ドライブ３１２は、リムーバブ
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【００９４】
　通信装置３１３は、例えば、周囲の基地局２０に接続するための通信デバイス等で構成
された通信インタフェースである。また、通信装置３１３は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）対応通信装置であっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置で
あってもよい。
【００９５】
　　［３．むすび］
　以上説明したように、本発明の各実施形態に係る位置情報処理システム１によれば、同
一のＭＡＣアドレスが複数の基地局２０に対して割り当てられている状況においても、Ｍ
ＡＣアドレスに対して補助的な役割を担う補助識別子を使用するため、基地局２０の位置
情報を高精度に取得することができる。このため、携帯端末１０の測位精度を向上させる
ことが可能となる。
【００９６】
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００９７】
　また、本明細書の位置情報処理システム１の処理における各ステップは、必ずしもフロ
ーチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、位置情
報処理システム１の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異
なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【００９８】
　また、位置情報処理装置１０，３０に内蔵されるＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２およびＲ
ＡＭ３０３などのハードウェアを、上述した位置情報処理装置１０，３０の各構成と同等
の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュ
ータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
【符号の説明】
【００９９】
　１（１Ａ，１Ｂ）　位置情報処理システム
　１０　　携帯端末（位置情報処理装置）
　３０　　サーバ（位置情報処理装置）
　１１０　通信部
　１２０　ＭＡＣアドレス取得部
　１３０　補助識別子取得部
　１４０　制御部
　１５０　基地局情報記憶部
　１６０　補助識別子登録処理部
　１７０　位置情報取得部
　１８０　信号強度検出部
　１９０　測位部
　１９５　通信部
　２１０　通信部
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