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(57)【要約】
【課題】モバイルルータを利用する時の、モバイルルー
タから先の無線状況の把握の容易化。
【解決手段】電波状態表示システムは、第１の無線通信
方式に対応するユーザ端末と、前記第１の無線通信方式
とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前
記第１の無線通信方式に対応するユーザ端末の無線アク
セスポイントとして機能するルーターと、を含む。前記
ユーザ端末は、前記ユーザ端末において測定される前記
第１の無線通信方式による第１の無線区間の無線品質と
、前記ルーターにおいて測定される前記第２の無線通信
方式による第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づ
いた、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態を統合
表示する電波状態表示部を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線通信方式に対応するユーザ端末と、
　前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１
の無線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターと
、を含み、
　前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末において測定される前記第１の無線通信方式による
第１の無線区間の無線品質と、前記ルーターにおいて測定される前記第２の無線通信方式
による第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づいた、前記ユーザ端末から基地局まで
の電波状態を統合表示する電波状態表示部を備えること、
　を特徴とする電波状態表示システム。
【請求項２】
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記第２の無線区
間の無線品質を示す値との少なくとも一方が、前記各無線品質毎に定めた第１のしきい値
以下である場合、圏外表示を行う請求項１の電波状態表示システム。
【請求項３】
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記第２の無線区
間の無線品質を示す値との双方が前記第１のしきい値を超えているが、少なくとも一方が
、前記第１のしきい値より大きい第２のしきい値以下である場合、電波状態が最も悪い状
態であるとの表示を行う請求項１または２の電波状態表示システム。
【請求項４】
　前記ルーターが、複数のユーザ端末から前記第１の無線区間の無線品質情報を受け取っ
て、前記各ユーザ端末の電波状態表示部に表示させる内容を決定する請求項１から３いず
れか一の電波状態表示システム。
【請求項５】
　前記ユーザ端末が、前記ルーターから前記第２の無線区間の無線品質情報を受け取って
、表示内容を決定する請求項１から３いずれか一の電波状態表示システム。
【請求項６】
　第１の無線通信方式に対応するとともに、その無線品質を所定の時間間隔で測定する無
線品質測定部と、
　前記第１の無線区間の無線品質と、前記ルーターにおいて測定される前記第２の無線通
信方式による第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づいた、前記ユーザ端末から基地
局までの電波状態を統合表示する電波状態表示部を備えること、
　を特徴とするユーザ端末。
【請求項７】
　請求項６のユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するとともに、前記ユーザ端
末に対し、前記第２の無線通信方式にて接続した基地局から受信した信号に基づいて算出
した前記第２の無線区間の無線品質情報を送信するルーター。
【請求項８】
　第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１の無
線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するとともに、前記
ユーザ端末から受信した前記ユーザ端末において測定された前記第１の無線通信方式によ
る第１の無線区間の無線品質と、前記自装置側で測定した前記第２の無線通信方式による
第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づいて、電波状態として、前記ユーザ端末に表
示させる内容を送信するルーター。
【請求項９】
　第１の無線通信方式に対応するユーザ端末が、所定の時間間隔で前記第１の無線通信方
式による第１の無線区間の無線品質を測定するステップと、
　前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１
の無線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターが
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、前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質を測定するステップと、
　前記第１の無線区間の無線品質と、前記第２の無線区間の無線品質との双方に基づいて
、前記ユーザ端末に、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態を統合表示するステップ
と、
　を含む、電波状態表示方法。
【請求項１０】
　第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１の無
線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターに搭載
されたコンピュータに、
　前記ユーザ端末から、前記ユーザ端末において測定された前記第１の無線通信方式によ
る第１の無線区間の無線品質を受信する処理と、
　前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質を測定する処理と、
　前記第１の無線区間の無線品質と、前記第２の無線区間の無線品質との双方に基づいて
、前記ユーザ端末に、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態として統合表示させる内
容を決定し、前記ユーザ端末に送信する処理と、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電波状態表示システム、ユーザ端末、ルーター、電波状態表示方法およびプ
ログラムに関し、特に、ユーザ端末と無線アクセスポイント間と、無線アクセスポイント
と基地局間と、無線通信方式が異なる構成における電波状態表示システム、ユーザ端末、
ルーター、電波状態表示方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タブレット型パーソナルコンピュータやスマートフォンと呼ばれる高機能携帯端末向け
に、気軽に持ち歩いて高速モバイルブロードバンド回線を利用可能とするモバイルルータ
という機器が知られている。近年では、最も普及が進んでいる無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ－
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に対応したユーザ端末に、エリア拡大が進んでいるＷｉＭＡ
Ｘの接続環境を提供するモバイルＷｉＭＡＸルータや３Ｇ回線に対応するモバイル３Ｇル
ータが注目を集めている。
【０００３】
　特許文献１に、使用可能な通信サービスや通信システムを、ユーザが即座に確認できる
ようにした携帯無線端末が開示されている。具体的には、同公報の携帯無線端末は、利用
可能な通信システムの提供する通信サービスを解析し、その端末の通信能力の範囲内で、
通信サービスをリアルタイムに表示し、さらに、利用可能な通信システムが複数ある場合
には、これらの通信システムごとに、通信サービスや電波受信レベルを表示する、と記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－４４７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以下の分析は、本発明によって与えられたものである。
　しかしながら、上記したモバイルＷｉＭＡＸルータ等に代表されるモバイルルータを用
いてインターネット等に快適に接続するには、異なる２つの網の双方の無線状態が良好で
ある必要があるが、ユーザ端末からでは、モバイルルータ－基地局間の電波状態がわかり
にくいという問題点がある。
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【０００６】
　例えば、ＷｉＭＡＸや３Ｇのサービスエリア外であると気付かずに、外出先からインタ
ーネットにアクセスしたが、しばらく待たされてエラーということが起こりうる。このと
き、ユーザ端末の画面には、無線ＬＡＮ等によりモバイルルータに接続できていると表示
されるため、ユーザとしては、モバイルルータの状態表示ランプ等を確認することではじ
めて、ＷｉＭＡＸや３Ｇのサービスエリア外であることに気付かされることになる。
【０００７】
　この点、特許文献１の携帯無線端末は、自装置が利用可能な通信サービスや電波受信レ
ベルを表示するに止まり、モバイルルータより先の電波状態等を表示する機能は備えてい
ない。
【０００８】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、上
記のようなモバイルルータを利用する場合における無線状況を容易に把握できるようにし
た構成およ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】
【０００９】
　本発明の第１の視点によれば、第１の無線通信方式に対応するユーザ端末と、前記第１
の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１の無線通信
方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターと、を含み、
前記ユーザ端末は、前記ユーザ端末において測定される前記第１の無線通信方式による第
１の無線区間の無線品質と、前記ルーターにおいて測定される前記第２の無線通信方式に
よる第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づいた、前記ユーザ端末から基地局までの
電波状態を統合表示する電波状態表示部を備える電波状態表示システムが提供される。
【００１０】
　本発明の第２の視点によれば、第１の無線通信方式に対応するとともに、その無線品質
を所定の時間間隔で測定する無線品質測定部と、前記第１の無線区間の無線品質と、前記
ルーターにおいて測定される前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質と
、の双方に基づいた、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態を統合表示する電波状態
表示部を備えるユーザ端末が提供される。
【００１１】
　本発明の第３の視点によれば、上記した第２の無線区間の無線品質を測定し、前記ユー
ザ端末に送信するルーター、または、上記した第１、第２の無線区間の無線品質に基づい
て前記ユーザ端末に表示させる内容を決定し、前記ユーザ端末に表示させるルーターが提
供される。
【００１２】
　本発明の第４の視点によれば、第１の無線通信方式に対応するユーザ端末が、所定の時
間間隔で前記第１の無線通信方式による第１の無線区間の無線品質を測定するステップと
、前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１
の無線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターが
、前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質を測定するステップと、前記
第１の無線区間の無線品質と、前記第２の無線区間の無線品質との双方に基づいて、前記
ユーザ端末に、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態を統合表示するステップと、を
含む、電波状態表示方法が提供される。本方法は、第１の無線通信方式に対応するユーザ
端末およびこのユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターという、特定
の機械に結びつけられている。
【００１３】
　本発明の第５の視点によれば、上記したユーザ端末およびルーターの機能を実現するた
めのプログラムが提供される。なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な
記憶媒体に記録することができる。即ち、本発明は、コンピュータプログラム製品として
具現することも可能である。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、上記したモバイルルータを利用する場合において、モバイルルータか
ら先の無線状況を容易に把握することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の概要を説明するための図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態のユーザ端末において統合表示される電波状態を求める
ためのテーブルの例である。
【図４】本発明の第１の実施形態のユーザ端末において統合表示される内容の例である。
【図５】本発明の第２の実施形態の概要を説明するための図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態のユーザ端末において統合表示される電波状態を求める
ためのテーブルの例である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　はじめに本発明の概要について図面を参照して説明する。なお、この概要に付記した図
面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、本発
明を図示の態様に限定することを意図するものではない。
【００１７】
　本発明は、図１に示すように、第１の無線通信方式に対応するユーザ端末１０ａ～１０
ｄと、前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局３０に接続し、
ユーザ端末１０ａ～１０ｄの無線アクセスポイントとして機能するルーター２０と、を含
む構成にて実現できる。
【００１８】
　ユーザ端末１０ａ～１０ｄは、第１の無線通信方式による第１の無線区間の無線品質（
第１無線品質）を所定の時間間隔で測定し、ルーター２０に送信する。
【００１９】
　他方、ルーター２０は、基地局３０から受信した信号に基づいて、第２の無線通信方式
による第２の無線区間の無線品質（第２無線品質）を測定する。
【００２０】
　さらに、ルーター２０は、ユーザ端末１０ａ～１０ｄから受信した上記第１の無線通信
方式による第１の無線区間の無線品質（第１無線品質）と、上記第２の無線通信方式によ
る第２の無線区間の無線品質（第２無線品質）との双方に基づいて、各ユーザ端末１０ａ
～１０ｄに表示させるべき、ユーザ端末から基地局までの電波状態を表わす内容を決定し
、前記ユーザ端末１０ａ～１０ｄにそれぞれ送信する。
【００２１】
　ユーザ端末１０ａ～１０ｄはそれぞれ、画面上のアイコンや、電波状態表示用のランプ
を用いて、前記ルーター２０から受信したユーザ端末から基地局までの電波状態を表示す
る。
【００２２】
　例えば、図１に示すように、第１無線品質と第２無線品質のうち、電波状態が悪い方（
Ｍｉｎ（第１無線品質，第２無線品質））の無線品質を、アンテナの本数等により段階表
示することができる。ユーザは、前記表示を見て、現在、現在利用している端末が、ルー
ター２０経由で外部ネットワークに接続可能であるか否かを判別することができる。また
、アンテナの本数が少ないなどの電波状態が悪い場合（図１の携帯型ゲーム端末１０ｂ参
照）には、ルーター２０に近づいてみたり、有線による接続に切り替える、ルーター２０
の位置を変えるなどの対処を行うことが可能となる。
【００２３】
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　なお、図１の例では、ユーザ端末として、パーソナルコンピュータ１０ａ、携帯型ゲー
ム端末１０ｂ、携帯ミュージックプレーヤー１０ｃ、タブレット型端末１０ｄを示したが
、これらの機器に限定するものではない。
【００２４】
［第１の実施形態］
　続いて、本発明の第１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図２は、本
発明の第１の実施形態の構成を示すブロック図である。図２を参照すると、ユーザ端末１
０と、ルーター２０と、基地局３０とが示されている。
【００２５】
　ユーザ端末１０は、第１の無線通信方式でルーター２０にアクセスする第１無線通信部
１１と、前記第１の無線通信方式による第１の無線区間の無線品質（第１無線品質）を測
定し、ルーター２０に送信する第１無線品質測定部１２と、ルーター２０から受信した電
波状態を表示する電波状態表示部１４と備えている。
【００２６】
　以下の説明では、第１の無線通信方式は、無線ＬＡＮであるものとして説明する。従っ
て、ユーザ端末１０の第１無線通信部１１および第１無線品質測定部１２は、無線ＬＡＮ
対応機器に備えられている無線ＬＡＮ通信機能と、ルーター２０からの電波強度（ｄＢ）
を測定してユーザに無線ＬＡＮ通信の可否を通知する電波状態測定機能をベースに実現す
ることが可能である。なお、その他第１の無線通信方式として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）等の近距離無線通信方式を用いることも可能である。
【００２７】
　また、電波状態表示部１４は、ユーザ端末１０の画面上の所定位置に、アイコンを用い
て、後記する電波状態を表示するプログラムによって実現される。電波状態表示部１４は
、ユーザ端末１０やルーター２０のベンダから供給されるユーティリティプログラムのほ
か、オペレーティングシステムの一機能として実現されていてもよい。
【００２８】
　ルーター２０は、ユーザ端末１０からのアクセスを受け付ける第１無線通信部２１と、
前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局３０に接続し、無線ア
クセスポイントとしての機能を実現するための第２無線通信部２２と、所定の時間間隔で
、前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質（第２無線品質）を測定する
第２無線品質測定部２３と、ユーザ端末１０から受信した第１の無線区間の無線品質（第
１無線品質）と、第２の無線区間の無線品質（第２無線品質）とに基づいて、ユーザ端末
１０の電波状態表示部１４に表示させるべき内容を決定し、ユーザ端末１０に送信する表
示内容決定部２４と備えている。
【００２９】
　基地局３０は、上位装置と通信する上位装置通信部３１と、ルーター２０の第２無線通
信部２２と通信する第２無線通信部３２とを備えて構成される。
【００３０】
　以下の説明では、第２の無線通信方式は、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ－２００５として規
定されているモバイルＷｉＭＡＸであり、基地局３０は、ＷｉＭＡＸ網を構成するＷｉＭ
ＡＸ基地局であるものとして説明する。従って、ルーター２０の第１無線通信部２１、第
２無線通信部２２および第２無線品質測定部２３は、モバイルＷｉＭＡＸルータに備えら
れているモバイルＷｉＭＡＸ通信機能と、ＷｉＭＡＸ基地局側に報告するためのキャリア
対干渉雑音比（ＣＩＮＲ）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）等の無線品質値の測定機能に
て実現することが可能である。その他第２の無線通信方式として、モバイルＷｉＭＡＸの
後継方式（ＷｉＭＡＸ２等）や、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）や
ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）
等を用いることも可能であり、この場合も第２無線通信部２２および第２無線品質測定部
２３は、これら方式に対するするモバイルルータの該当する機能にて実現することができ
る。
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【００３１】
　ここで、ルーター２０の表示内容決定部２４における表示内容の決定方法について詳説
する。図３は、表示内容決定部２４が、ユーザ端末に表示させる電波状態を求める際に参
照するテーブルの例である。
【００３２】
　図３の例では、第１無線品質と第２無線品質とのうち、いずれか一方でも、第１無線品
質と第２無線品質についてそれぞれ定めた下限しきい値（ＴＨｘ１、ＴＨｙ１）以下であ
る場合、「圏外」表示が決定されるものとなっている。これにより、無線ＬＡＮまたはＷ
ｉＭＡＸのいずれか一方が通信不可状態であることをユーザに認識させることができる。
なお、図３の例では、第１無線品質が下限しきい値以下である場合、そもそも表示内容決
定部２４から表示内容を受信できないため、「圏外（表示内容受信不可）」としているが
、無線ＬＡＮ以外を用いて表示内容を送信することとしている場合には、このような区別
は不要である。
【００３３】
　また図３の例では、第１無線品質と第２無線品質との双方が、前記下限しきい値（ＴＨ
ｘ１、ＴＨｙ１）を超えている場合であっても、いずれか一方が、前記下限しきい値（Ｔ
Ｈｘ１、ＴＨｙ１）より次の段階のしきい値（ＴＨｘ２、ＴＨｙ２）以下である場合、「
微弱」表示が決定されるものとなっている。これにより、無線ＬＡＮまたはＷｉＭＡＸの
いずれか一方が通信しにくい状態であることをユーザに認識させることができる。
【００３４】
　反面、図３の例では、第１無線品質と第２無線品質との双方が、第１無線品質と第２無
線品質についてそれぞれ定めたしきい値（ＴＨｘ４、ＴＨｙ４）を超えているような場合
は、「強」表示が決定されるものとなっている。
【００３５】
　なお、図３の例では、第１無線品質、第２無線品質とも、４つのしきい値との比較を行
って、圏外～強の５段階表示を行うものとしているが、これらの段階数は任意に設定可能
である。また、第１無線品質と第２無線品質が異常値を示す場合に「エラー」表示を行う
ようにしてもよい。また、前記しきい値に代えて、ルーター２０側で求めたＭＣＳ（Ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を用いて、無線品質のレベル
を決定することも可能である。
【００３６】
　図４は、ユーザ端末の電波状態表示部１４において統合表示される内容の例である。図
４の例では、アンテナの背景色にて通信状態を表示し、上記ルーター２０の表示内容決定
部２４にて決定された内容を、総合電波強度として波形マークの本数で表わすようになっ
ている。
【００３７】
　以上のように、本実施形態によれば、ルーター２０を利用してインターネットアクセス
等を行うユーザに、ルーター２０から先の無線状況を加味した電波状況を、把握させるこ
とが可能になる。
【００３８】
　なお、図２に示したユーザ端末１０、ルーター２０の各部（処理手段）は、ユーザ端末
１０、ルーター２０を構成するコンピュータに、そのハードウェアを用いて、上記した各
処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することもできる。
【００３９】
［第２の実施形態］
　続いて、上記第１の実施形態に構成上の変更を加えた第２の実施形態について図面を参
照して詳細に説明する。以下、第１の実施形態との相違点を中心に説明を加える。図５は
、本発明の第２の実施形態の概要を説明するための図である。第１の実施形態との相違点
は、ルーター２０Ａが、各ユーザ端末１０ａＡ～１０ｄＡに、第２の無線区間の無線品質
（第２無線品質）を送信し、各ユーザ端末１０ａＡ～１０ｄＡ側でそれぞれ自装置が測定
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した第１の無線区間の無線品質（第１無線品質）を用いて、ユーザ端末から基地局までの
電波状態を表わす内容を決定、表示するようにした点である。
【００４０】
　図６は、本発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。図２に示した第１の
実施形態の構成との相違点は、ユーザ端末１０Ａに、無線品質受信部１３が追加され、ル
ーター２０Ａの第２無線品質測定部２３Ａが、ユーザ端末１０Ａに第２の無線区間の無線
品質（第２無線品質）を送信するよう構成されている点である。また、ユーザ端末１０Ａ
の電波状態表示部１４Ａが、第１無線品質測定部１２Ａと無線品質受信部１３から第１、
第２無線品質を受け取り、ルーター２０の表示内容決定部２４に相当する機能を行うよう
になっている点である。
【００４１】
　なお、図２に示したユーザ端末１０Ａ、ルーター２０Ａの各部（処理手段）は、ユーザ
端末１０Ａ、ルーター２０Ａを構成するコンピュータに、そのハードウェアを用いて、上
記した各処理を実行させるコンピュータプログラムにより実現することもできる。
【００４２】
　図７は、ユーザ端末１０Ａの電波状態表示部１４Ａが、ユーザ端末から基地局までの電
波状態として表示する内容を求める際に参照するテーブルの例である。
【００４３】
　図３に示したテーブルとほぼ同様であるが、第１無線品質が下限しきい値以下である場
合、第２無線品質測定部２３Ａから第２無線品質を受信できないため、「圏外（第２無線
品質受信不可）」となっている。本実施形態においても、無線ＬＡＮ以外を用いて第２無
線品質を送信することとしている場合には、このような区別は不要である。
【００４４】
　以上のように本発明は、ユーザ端末１０Ａ側で表示内容を決定する構成でも実現するこ
とが可能である。
【００４５】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で、更なる変形・置換・調整を
加えることができる。例えば、上記した各実施形態では、図４に示したアイコン等により
、ユーザに電波状態を知らせるものとして説明したが、ユーザ端末やルーター２０から、
電波状況が変わったこと（接続不可、復旧）やその原因箇所（第１、第２無線区間）など
を併せて表示するようにしてもよい。また、必要に応じて、音声等により案内することも
可能である。
【００４６】
　最後に、本発明の好ましい形態を要約する。
［第１の形態］
　（上記第１の視点による電波状態表示システム参照）
［第２の形態］
　第１の形態において、
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記第２の無線区
間の無線品質を示す値との少なくとも一方が、前記各無線品質毎に定めた第１のしきい値
以下である場合、圏外表示を行う電波状態表示システム。
［第３の形態］
　第１または第２の形態において、
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記第２の無線区
間の無線品質を示す値との双方が前記第１のしきい値を超えているが、少なくとも一方が
、前記第１のしきい値より大きい第２のしきい値以下である場合、電波状態が最も悪い状
態であるとの表示を行う電波状態表示システム。
［第４の形態］
　第１から第３いずれか一の形態において、
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　前記ルーターが、複数のユーザ端末から前記第１の無線区間の無線品質情報を受け取っ
て、前記各ユーザ端末の電波状態表示部に表示させる内容を決定する電波状態表示システ
ム。
［第５の形態］
　第１から第３いずれか一の形態において、
　前記ユーザ端末が、前記ルーターから前記第２の無線区間の無線品質情報を受け取って
、表示内容を決定する電波状態表示システム。
［第６の形態］
　第１から第５いずれか一の形態において、
　前記電波状態表示部は、
　前記電波状態を段階的に表示する第１のアイコンと、
　前記ユーザ端末の通信状態を色分けで表示する第２のアイコンとを表示する電波状態表
示システム。
［第７の形態］
　第１から第６いずれか一の形態において、
　前記第１の無線通信方式は、無線ＬＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）であり
、前記第２の無線通信方式は、モバイルＷｉＭＡＸ、ＷｉＭＡＸ２、ＬＴＥおよびＨＳＤ
ＰＡのいずれか一つである電波状態表示システム。
［第８の形態］
　（上記第２の視点によるユーザ端末参照）
［第９の形態］
　第８の形態において、
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記ルーターから
受信した前記第２の無線区間の無線品質を示す値との少なくとも一方が、それぞれ所定の
第１のしきい値以下である場合、圏外表示を行うユーザ端末。
［第１０の形態］
　第８または第９の形態において、
　前記電波状態表示部は、前記第１の無線区間の無線品質を示す値と、前記第２の無線区
間の無線品質を示す値との双方が、前記第１のしきい値を超えているが、少なくとも一方
が、前記第１のしきい値より大きい第２のしきい値以下である場合、電波状態が最も悪い
状態であるとの表示を行うユーザ端末。
［第１１の形態］
　第８から第１０いずれか一の形態において、
　前記ルーターに対し、前記第１の無線区間の無線品質情報を送信し、前記ルーターから
受信した内容を前記電波状態表示部に表示するユーザ端末。
［第１２の形態］
　第８から第１０いずれか一の形態において、
　前記ルーターから前記第２の無線区間の無線品質情報を受け取って、表示内容を決定す
るユーザ端末。
［第１３の形態］
　第８から第１２いずれか一の形態において、
　前記電波状態表示部は、
　前記電波状態を段階的に表示する第１のアイコンと、
　前記ユーザ端末の通信状態を色分けで表示する第２のアイコンとを表示するユーザ端末
。
［第１４の形態］
　第８から第１３いずれか一の形態において、
　前記第１の無線通信方式は、無線ＬＡＮまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）であり
、前記第２の無線通信方式は、モバイルＷｉＭＡＸ、ＷｉＭＡＸ２、ＬＴＥおよびＨＳＤ
ＰＡのいずれか一つであるユーザ端末。



(10) JP 2012-156671 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

［第１５の形態］
　第８から第１４いずれか一のユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するととも
に、前記ユーザ端末に対し、前記第２の無線通信方式にて接続した基地局から受信した信
号に基づいて算出した前記第２の無線区間の無線品質情報を送信するルーター。
［第１６の形態］
　第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１の無
線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するとともに、前記
ユーザ端末から受信した前記ユーザ端末において測定された前記第１の無線通信方式によ
る第１の無線区間の無線品質と、前記自装置側で測定した前記第２の無線通信方式による
第２の無線区間の無線品質と、の双方に基づいて、電波状態として、前記ユーザ端末に表
示させる内容を送信するルーター。
［第１７の形態］
　（上記第４の視点による電波状態表示方法参照）
［第１８の形態］
　第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１の無
線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターに搭載
されたコンピュータに、
　前記ユーザ端末から、前記ユーザ端末において測定された前記第１の無線通信方式によ
る第１の無線区間の無線品質情報を受信する処理と、
　前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質を測定する処理と、
　前記第１の無線区間の無線品質と、前記第２の無線区間の無線品質との双方に基づいて
、前記ユーザ端末に、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態として統合表示させる内
容を決定し、前記ユーザ端末に送信する処理と、
　を実行させるプログラム。
［第１９の形態］
　第１の無線通信方式に対応するユーザ端末に搭載されたコンピュータに、
　所定の時間間隔で前記第１の無線区間の無線品質を測定する処理と、
　前記第１の無線通信方式とは異なる第２の無線通信方式にて基地局に接続し、前記第１
の無線通信方式に対応するユーザ端末の無線アクセスポイントとして機能するルーターか
ら、前記第２の無線通信方式による第２の無線区間の無線品質情報を受信する処理と、
　前記第１の無線区間の無線品質と、前記第２の無線区間の無線品質との双方に基づいて
、前記ユーザ端末から基地局までの電波状態を統合表示する処理と、
　を実行させるプログラム。
【符号の説明】
【００４７】
　１０、１０Ａ　ユーザ端末
　１０ａ、１０ａＡ　パーソナルコンピュータ
　１０ｂ、１０ｂＡ　携帯型ゲーム端末
　１０ｃ、１０ｃＡ　携帯ミュージックプレーヤー
　１０ｄ、１０ｄＡ　タブレット型端末
　２０、２０Ａ　ルーター
　３０　基地局
　１１、２１　第１無線通信部
　１２、１２Ａ　第１無線品質測定部
　１３　無線品質受信部
　１４、１４Ａ　電波状態表示部
　２２、３２　第２無線通信部
　２３、２３Ａ　第２無線品質測定部
　２４　表示内容決定部
　３１　上位装置通信部
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　３２　第２無線通信部

【図２】

【図３】

【図４】

【図６】
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