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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置を測定する測位装置であって、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算部と、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行う衛星測位部と、
　前記衛星測位部により取得される位置情報から所定の範囲に、前記WLAN測位演算部によ
る測位結果が存在するかどうかを判定する測位結果判定部と、
　該測位結果判定部により前記位置情報から前記所定の範囲に、前記WLAN測位演算部によ
る測位結果が存在する場合に、前記WLAN測位演算部による測位結果を採用する測位結果採
用判定部と
　を有し、
　前記位置情報には、Ａ－ＧＰＳ方式による測位が行われる場合に取得される基地局エリ
ア情報に基づく位置情報が含まれる測位装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の測位装置において、
　前記WLAN測位演算部による測位結果の測位誤差に基づいて、該測位結果の測定精度が許
容されるかどうかを判定する測定精度判定部
　を有する測位装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の測位装置において、
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　前記測位結果判定部は、前記位置情報と前記WLAN測位演算部による測位結果との間の距
離が、第１の閾値以下であるかどうかを判定することにより前記WLAN測位演算部による測
位結果の信頼性を判定する測位装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の測位装置において、
　前記第１の閾値は、前記位置情報の誤差に基づいて設定される測位装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の測位装置において、
　前記WLAN測位演算部は、アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの位置とを
対応付けたデータベースから、アクセスポイントの位置を検出し、該位置と、前記電波の
受信信号強度とに基づいて測位を行う測位装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の測位装置において、
　前記測位結果採用判定部により前記WLAN測位演算部による測位結果を採用しないと判定
した場合に、前記衛星測位部により測位される測位位置を取得する衛星測位位置取得部と
、
　前記衛星測位位置取得部により取得した測位位置、又は前記WLAN測位演算部による測位
結果をネットワークに通知する測位結果通知部と
　を有する測位装置。
【請求項７】
　位置を測定する測位装置における方法であって、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算ステップと、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行う衛星測位ステップと、
　前記衛星測位ステップにより取得される位置情報から所定の範囲に、前記WLAN測位演算
ステップによる測位結果が存在するかどうかを判定する測定結果判定ステップと、
　該測定結果判定ステップにより前記位置情報から前記所定の範囲に、前記WLAN測位演算
ステップによる測位結果が存在する場合に、前記WLAN測位演算ステップによる測位結果を
採用する測位結果採用判定ステップと
　を有し、
　前記位置情報には、Ａ－ＧＰＳ方式による測位が行われる場合に取得される基地局エリ
ア情報に基づく位置情報が含まれる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測位装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高精度な測位技術の１つとして、全地球測位システム(GPS: Global Positioning Syste
m)が知られている。GPSはGPS衛星により送信される電波を利用した測位技術である。GPS
では、測位に利用可能な可視衛星数が少ない屋内では、測位誤差が大きくなる。例えば、
屋内では、測位誤差が数百ｍとなる場合もある。また、測位自体が不能となる場合もある
。
【０００３】
　屋外のみならず、屋内でも、高精度な測位を実現するために、ワイヤレスラン(WLAN: W
ireless Local Area Network)を利用した測位技術（以下、「WLAN測位」と呼ぶ）が注目
されている。
【０００４】
　WLAN測位は、WLANアクセスポイントからの電波情報を利用して位置を推定する。WLAN測
位では、WLANアクセスポイントに接続しないため、電波情報を利用できる全てのWLANアク
セスポイントを対象にして測位できる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2008-306464号公報
【特許文献２】特表2009-536808号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　WLAN測位では、WLANアクセスポイントの設置位置が登録されているデータベースが利用
される。例えば、該設置位置は、複数の地点において測定されたWLANアクセスポイントか
らの電波に基づいて推定されたものであってもよい。例えば、受信信号強度に基づいて推
定されたものであってもよい。
【０００７】
　測位装置は、WLANアクセスポイントにより送信されるべき電波から該WLANアクセスポイ
ントの識別子を取得する。該測位装置は、データベースから、該識別子に対応するWLANア
クセスポイントの設置位置の情報を取得する。該測位装置は、設置位置の情報に基づいて
、当該測位装置の位置を特定する。
【０００８】
　測位装置は、WLANアクセスポイントのスキャンを頻繁に行うことにより、WLAN測位によ
る測位結果の信頼性を確保することができる。
【０００９】
　また、データベースの管理者は、データベースの更新を頻繁に行うことにより、WLAN測
位による測位結果の信頼性を確保することができる。
【００１０】
　しかし、WLANアクセスポイントのスキャンを頻繁に行うことにより、消費電力が増大す
る。また、データベースの管理者は、WLANアクセスポイントの全ての場所を管理すること
は事実上困難である。データベースに登録されるWLANアクセスポイントの数を増大させる
方法として、一般ユーザによる登録を認める方法があるが、悪意を持ったユーザによる登
録であるのか、悪意を持たないユーザによる登録であるのかを管理者側で判定するのは困
難である。従って、一般ユーザによる登録を認める方法を採用するのは好ましくない。
【００１１】
　WLAN測位により特定された位置が信頼できる位置であるかどうかは、データベースに登
録されているWLANアクセスポイントの設置位置が正しいかどうかに依存する。例えば、WL
ANアクセスポイントが全く異なる場所に移動された場合に、データベースに登録されてい
る設置位置が変更されないままだと、該WLANアクセスポイントの設置位置が移動前の設置
位置として測位が行われる。移動前の設置位置として測位が行われる結果、実際とは全く
異なる位置に、測位装置の位置が特定される。
【００１２】
　そこで、本発明は上述した問題点に鑑みてなされたものであり、WLAN測位により特定さ
れた位置が信頼できるかどうかを判定できる測位装置及び方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本測位装置は、
　位置を測定する測位装置であって、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算部と、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行う衛星測位部と、
　前記衛星測位部により取得される位置情報から所定の範囲に、前記WLAN測位演算部によ
る測位結果が存在するかどうかを判定する測位結果判定部と、
　該測位結果判定部により前記位置情報から前記所定の範囲に、前記WLAN測位演算部によ
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る測位結果が存在する場合に、前記WLAN測位演算部による測位結果を採用する測位結果採
用判定部と
　を有し、
　前記位置情報には、Ａ－ＧＰＳ方式による測位が行われる場合に取得される基地局エリ
ア情報に基づく位置情報が含まれる。
【００１４】
　本方法は、
　位置を測定する測位装置における方法であって、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算ステップと、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行う衛星測位ステップと、
　前記衛星測位ステップにより取得される位置情報から所定の範囲に、前記WLAN測位演算
ステップによる測位結果が存在するかどうかを判定する測定結果判定ステップと、
　該測定結果判定ステップにより前記位置情報から前記所定の範囲に、前記WLAN測位演算
ステップによる測位結果が存在する場合に、前記WLAN測位演算ステップによる測位結果を
採用する測位結果採用判定ステップと
　を有し、
　前記位置情報には、Ａ－ＧＰＳ方式による測位が行われる場合に取得される基地局エリ
ア情報に基づく位置情報が含まれる。
【発明の効果】
【００１５】
　開示の測位装置及び方法によれば、WLAN測位により特定された位置が信頼できるかどう
かを判定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施例に従ったシステムの一例を示す説明図である。
【図２】本実施例に従った測定装置のハードウェア構成の一例を示す構成図である。
【図３】本実施例に従った測位装置の一例を示す機能ブロック図である。
【図４】本実施例に従った測位結果の信頼性の判定方法を説明するための説明図（その１
）である。
【図５】本実施例に従った測位結果の信頼性の判定方法を説明するための説明図（その２
）である。
【図６】本実施例に従った測位結果の信頼性の判定方法を説明するための説明図（その３
）である。
【図７】本実施例に従った測位結果の信頼性の判定方法を説明するための説明図（その４
）である。
【図８】本実施例に従ったシステムの動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】本実施例に従った測位装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明を実施するための形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ説明す
る。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００１８】
　＜実施例＞
　＜システム＞
　本実施例に従った測位装置１００が適用されるシステムについて説明する。
【００１９】
　図１は、本測位装置１００が適用されるシステムを示す。
【００２０】
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　該システムには、アクセスポイント(Access Point)２００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数）が
含まれる。アクセスポイントは、「親機」、「基地局」、「ステーション」等と呼ばれて
もよい。本測位装置１００は、発見できたアクセスポイント２００ｍとの間の距離に基づ
いて、測位を行う。図１には、一例として、ｍ＝３の場合が示される。ｍは、２以下であ
っても、４以上であってもよい。例えば、ｍ＝１、２の場合には、アクセスポイント２０
０ｍと測位装置１００との間の距離から、測位装置１００が位置すると想定される領域を
求めることができる。また、ｍの値が大きくなるほど測位精度が向上する。
【００２１】
　本測位装置１００は、携帯端末装置に搭載されるようにしてもよいし、携帯情報端末(P
DA:　Personal　Digital　Assistants)に搭載されるようにしてもよいし、パーソナルコ
ンピュータ(PC: Personal Computer)に搭載されるようにしてもよい。
【００２２】
　本測位装置１００が携帯端末装置に搭載され、発見できたアクセスポイント２００ｍと
の間の距離に基づいて測位を行うことにより、屋内においても位置情報を取得できる。屋
内においても位置情報を取得できるため、屋内における位置情報に基づいてサービスを提
供できる。
【００２３】
　また、本測位装置１００は、GPS衛星３００１－３００ｎ（ｎは、ｎ＞３の整数）によ
り送信される測位信号に基づいて、当該測位装置１００の位置を測位する。位置情報は、
経度、緯度により表されてもよい。さらに、高度により示されてもよい。
【００２４】
　例えば、本測位装置１００は、自立測位方式により測位を行うようにしてもよい。自立
測位方式では、測位信号をデコードすることにより、測位演算に必要となる情報を取得す
る。現在、約30個のGPS衛星が高度約20,000kmの上空で地球を一周しており、55度ずつ傾
いた6つの地球周回軌道面があり、各々の軌道面に4個以上のGPS衛星が均等に配置されて
いる。従って、天空が開けている場所であれば、地球上のどの場所にいても、常時、少な
くとも5個以上のGPS衛星が観測可能である。
【００２５】
　また、例えば、本測位装置１００は、アシステッドGPS(A-GPS: Assisted-GPS)方式によ
り測位を行うようにしてもよい。A-GPSでは、ネットワーク（図示無し）から測位装置１
００が測位を行うために必要とされるデータが配信される。該データは、アシスト情報と
よばれてもよい。該データには、例えば、基地局のエリア情報やGPS衛星３００ｎの軌道
情報などが含まれる。該基地局のエリア情報には、測位装置１００の概略位置情報、該概
略位置の誤差に関する情報などが含まれる。該データにより、測位信号をデコードする処
理を省略できる。
【００２６】
　＜本測位装置＞
　図２は、本実施例に従った測位装置１００を示す。図２には、主にハードウェア構成が
示される。
【００２７】
　本測位装置１００は、無線部１０２と、記憶部１０４と、中央演算処理装置(CPU:　Cen
tral Processing Unit)１０６と、出力部１０８と、通信制御部１１０と、GPS測位装置１
１２とを有する。各機能ブロックは、バス１５０により接続される。
【００２８】
　中央演算処理装置１０６は、無線部１０２、記憶部１０４、出力部１０８、通信制御部
１１０、及びGPS測位装置１１２の制御を行う。中央演算処置装置１０６は、記憶部１０
４に記憶されたプログラムに従って機能し、所定の処理を行う。
【００２９】
　無線部１０２は、中央演算処理装置１０６による制御により、アクセスポイント２００

ｍとの間で、所定の無線通信方式により無線通信を行う。該無線通信方式には、無線LAN
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が含まれる。無線LANの規格には、IEEE802.11、IEEE802.15が含まれるが、どの規格に従
ったものでもよい。該無線部１０２は、通信制御部１１０により生成された情報を無線信
号に変換して送信する。また、アクセスポイント２００ｍからの無線信号をベースバンド
信号に変換する。該無線部１０２は、アクセスポイント２００ｍからの無線の受信信号強
度(RSSI: Received Signal Strength Indication, Received Signal Strength Indicator
)を測定する。
【００３０】
　記憶部１０４は、アプリケーションを有する。アプリケーションは、測位装置１００上
で実行する作業を実施する機能を有するソフトウェアである。また、記憶部１０４は、チ
ャネル毎に発見されたアクセスポイントの情報を記憶する。また、記憶部１０４は、当該
測位装置１００に設定可能なアクセスポイント２００ｍの識別子を記憶する。該識別子に
は、サービスセットID(SSID: Service Set ID)、ESSID(Extended SSID)が含まれる。アク
セスポイントを識別可能な識別子であれば、サービスセットID(SSID: Service Set ID)、
ESSID(Extended SSID)に限られない。
【００３１】
　出力部１０６は、当該測位装置１００により算出された位置情報を出力する。例えば、
当該測位装置１００を搭載する装置に対して出力するようにしてもよい。当該測位装置１
００を搭載する装置に対して出力することにより、該装置が携帯端末装置である場合には
、入力された位置情報に基づいてサービスを提供することができる。例えば、ユーザの現
在位置・時間に適した様々な情報を配信することが挙げられる。
【００３２】
　通信制御部１１０は、当該測位装置１００がアクセスポイントを発見する際に送信すべ
き情報を生成し、また、発見されたアクセスポイントから受信されるべき信号を解析する
。例えば、アクセスポイントを発見する際に送信すべき情報には、アクティブスキャンを
行う場合におけるプローブリクエスト(Probe Request)が含まれる。該プローブリクエス
トには、発見すべきアクセスポイントの識別子が含まれてもよいし、当該測位装置１００
の近傍に位置するアクセスポイントからの応答を要求するための情報が含まれてもよい。
また、例えば、アクセスポイントを発見する際に送信すべき信号には、アクティブスキャ
ン及びパッシブスキャンにおけるリアソシエーションリクエスト(Reassociation Request
)が含まれてもよい。
【００３３】
　例えば、発見されたアクセスポイントから受信されるべき信号には、アクティブスキャ
ンを行う場合におけるプローブレスポンス(Probe Response)が含まれる。該プローブレス
ポンスには、該プローブレスポンスを送信するアクセスポイントの識別子が含まれてもよ
い。また、例えば、発見されたアクセスポイントから受信されるべき信号には、パッシブ
スキャンにおけるビーコン(Beacon)が含まれる。該ビーコンには、該ビーコンを送信する
アクセスポイントの識別子が含まれてもよい。
【００３４】
　また、通信制御部１１０は、アクティブスキャンを行う場合には、チャネル毎にプロー
ブリクエストが送信されるように、無線部１０２を制御する。また、通信制御部１１０は
、パッシブスキャンを行う場合には、チャネル毎にビーコン信号を検出できるように、周
波数帯をスキャンするように無線部１０２を制御する。
【００３５】
　GPS測位装置１１２は、中央演算処理装置１０６により入力されるべき制御信号（測位
命令）に従って、当該測位装置１００の位置を測定する。例えば、GPS測位装置１１２は
、自立測位方式により、複数のGPS衛星３００１－３００ｎからの電波を受信することに
よって、該複数のGPS衛星３００１－３００ｎから当該GPS測位装置１１２までの距離（擬
似距離）をそれぞれ算出する。該GPS測位装置１１２は、該擬似距離に基づいて当該GPS測
位装置１１２が搭載された測位装置１００の測位を行う。GPS衛星３００１－３００ｎに
より発射された信号は、GPS衛星３００１－３００ｎとGPS測位装置１１２との間の距離を
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電波が伝搬する時間だけ遅れてGPS測位装置１１２に到達する。従って、複数のGPS衛星３
００１－３００ｎについて電波伝搬に要する時間を求めれば、測位演算によってGPS測位
装置１１２の位置を求めることができる。例えば、複数のGPS衛星３００１－３００ｎに
より発射された電波は、GPS測位装置１１２の測距部において、各GPS衛星３００１－３０
０ｎからGPS測位装置１１２までの距離が求められる。そして、測位演算部において、測
距部において求められた距離に基づいて、GPS測位装置１１２の位置が求められる。
【００３６】
　また、GPS測位装置１１２は、A-GPS方式により測位を行うようにしてもよい。A-GPS方
式では、ネットワーク（図示無し）からGPS測位装置１１２が測位を行うために必要とさ
れるデータが配信される。該データには、例えば、基地局のエリア情報やGPS衛星３００

ｎの軌道情報などが含まれる。該基地局のエリア情報には、測位装置１００の概略位置情
報、該概略位置の誤差に関する情報などが含まれる。測位結果は、経度、緯度により表さ
れてもよい。さらに、高度により表されてもよい。GPS測位装置１１２は、位置情報をCPU
１０６に入力する。
【００３７】
　＜本測位装置の機能＞
　本測位装置１００により実行される処理には、アクセスポイント２００ｍを発見するた
めに、周波数帯をスキャンする処理（以下、「周波数帯スキャン処理」と呼ぶ）が含まれ
る。該周波数帯スキャン処理では、周波数帯が測定される。該周波数帯スキャン処理には
、チャネルをサーチする処理が含まれる。
【００３８】
　また、本測位装置１００により実行される処理には、周波数帯スキャン処理の結果に基
づいて発見されたアクセスポイントとの間の距離を求め、当該測位装置１００の位置を求
める処理が含まれる。例えば、本測位装置１００は、アクセスポイントの識別子から、ア
クセスポイントの位置を求める。本測位装置１００は、該アクセスポイントの位置と、ア
クセスポイント２００ｍにより送信されるべき無線信号の受信強度とに基づいて、アクセ
スポイントとの間の距離を求めるようにしてもよい。該距離を求める際にアクセスポイン
ト２００ｍの位置が必要である場合には、該アクセスポイント２００ｍの位置は、当該測
位装置１００に事前に格納されてもよいし、他の方法で取得するようにしてもよい。例え
ば、当該測位装置１００を搭載する携帯端末装置により取得されてもよい。例えば、該携
帯端末装置が、アクセスポイントの位置情報を格納するサーバにアクセスすることにより
取得するようにしてもよい。該携帯端末装置は、所定の無線通信方式により無線通信を行
うものであってもよい。例えば、該無線通信方式には、GSM（登録商標）(Global System 
for Mobile Communications)、WCDMA（登録商標）(Wideband Code Division Multiple Ac
cess)、LTE（登録商標）(Long Term Evolution)が含まれてもよい。また、WLANにより、
アクセスポイントの位置情報を取得するようにしてもよい。

【００３９】
　また、本測位装置１００により実行される処理には、WLAN測位により求められた位置（
以下、「WLAN測位結果」と呼ぶ）が、信頼性が高いものであるかどうかを判定する処理が
含まれる。例えば、本測位装置１００は、GPS測位装置１１２がA-GPS方式により測位を行
う際に取得されるべき基地局エリア情報を利用して、該WLAN測位結果が、信頼性が高いも
のであるかどうかを判定するようにしてもよい。また、例えば、本測位装置１００は、GP
S測位装置１１２による測位結果（位置履歴）を利用して、該WLAN測位結果が、信頼性が
高いものであるかどうかを判定するようにしてもよい。
【００４０】
　また、本測位装置１００により実行される処理には、WLAN測位結果の精度が、信頼性が
高いものであるかどうかを判定する処理が含まれる。例えば、本測位装置１００は、WLAN
測位結果の測位誤差（誤差半径）に基づいて、該WLAN測位位置の精度が高いものであるか
どうかを判定するようにしてもよい。



(8) JP 5249991 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【００４１】
　図３は、測位装置１００の機能を示す機能ブロック図である。図３には、中央演算処理
装置１０６により実行される機能が主に示される。
【００４２】
　本測位装置１００が携帯端末装置に搭載された場合、該携帯端末装置は、ユーザの位置
や環境に応じて適切なサービスとコンテンツを提供する。該適切なサービスとコンテンツ
を提供する処理はソフトウェアにより行われてもよい。該サービスは、各種の地理情報に
、リアルタイムに位置情報とコンテンツ情報とを融合することで行われる。該地理情報は
、防災、セキュリティ、交通等の様々な分野で、モバイル通信技術を用いて利用される。
該地理情報を利用することは、ロケーションベースドサービス(LBS: Location Based Ser
vices）と呼ばれる。
【００４３】
　LBSの実現に必要な社会基盤と主要な技術課題には、高精度3次元空間データ、屋外・屋
内を含む広範囲の空間で位置を取得することができるシームレス測位システム、通信シス
テム、端末・表示技術などが含まれる。
【００４４】
　シームレス測位システムの一例として、無線LANを利用した位置測位が挙げられる。本
測位装置１００は、無線LANを利用して位置測位を行う。さらに、本測位装置１００は、G
PS測位を行う。該GPS測位は、A-GPS測位であってもよい。本測位装置１００は、該A-GPS
測位の際に取得されるべきアシスト情報に基づいて、WLAN測位結果の信頼性を判定する。
該信頼性を判定することはフィルタリングと呼ばれてもよい。
【００４５】
　また、該GPS測位は、自立測位であってもよいし、オートGPSによる測位であってもよい
し、単発測位であってもよいし、トラッキングであってもよい。本測位装置１００は、該
GPS測位による測位履歴に基づいて、WLAN測位結果の信頼性を判定する。該信頼性を判定
することはフィルタリングと呼ばれてもよい。
【００４６】
　本測位装置１００は、測位制御部１０６２を有する。該測位制御部１０６２は、GPS測
位装置１１２と、通信制御部１１０と接続される。該測位制御部１０６２は、GPS測位装
置１１２を制御する。測位制御部１０６２は、GPS測位装置１１２が自立測位方式により
測位を行う場合には、該測位結果を取得し、信頼性判定部１０６８に入力する。また、測
位制御部１０６２は、GPS測位装置１１２がA-GPS方式により測位を行う場合には、該A-GP
S方式による測位の際に利用されるべきアシスト情報を取得する。測位制御部１０６２は
、該アシスト情報を信頼性判定部１０６８に入力する。
【００４７】
　また、測位制御部１０６２は、通信制御部１１０を制御する。測位制御部１０６２は、
通信制御部１１０からアクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの受信信号強度
を取得する。測位制御部１０６２は、アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイント
の受信信号強度とをWLAN測位演算部１０６４に入力する。
【００４８】
　本測位装置１００は、WLAN測位演算部１０６４を有する。該WLAN測位演算部１０６４は
、測位制御部１０６２と接続される。該WLAN測位演算部１０６４は、測位制御部１０６２
により入力されたアクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの受信信号強度とに
基づいて、当該測位装置１００の位置を特定する。例えば、WLAN測位演算部１０６４は、
アクセスポイントの識別子に対応するアクセスポイントの位置情報を取得する。例えば、
WLAN測位演算部１０６４は、ローカルデータベース(DB: Database)１０６６に格納された
アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの位置とが対応付けられたテーブルを
参照し、測位制御部１０６２により入力されたアクセスポイントの識別子に対応する位置
情報を取得する。該位置情報と、アクセスポイントの受信信号強度とに基づいて、位置を
特定する。WLAN測位演算部１０６４は、信頼性判定部１０６８に、WLAN測位結果を入力す
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る。
【００４９】
　本測位装置１００は、ローカルデータベース１０６６を有する。該ローカルデータベー
ス１０６６は、WLAN測位演算部１０６４と接続される。該ローカルデータベース１０６６
には、アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの位置とが対応付けられて格納
される。該アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの位置とが対応付けられた
情報は、当該測位装置１００が搭載された携帯端末装置がネットワークに接続されたサー
バにアクセスすることにより取得されてもよい。ネットワークにアクセスすることにより
取得される場合には、必ずしもローカルデータベース１０６６は必要ない。該ネットワー
クには、インターネットが含まれる。また、該アクセスポイントの識別子と、該アクセス
ポイントの位置との対応は、基地局から提供されてもよい。
【００５０】
　本測位装置１００は、信頼性判定部１０６８を有する。該信頼性判定部１０６８は、測
位制御部１０６２、及びWLAN測位演算部１０６４と接続される。信頼性判定部１０６８は
、測位制御部１０６２により入力されたアシスト情報及び／又はGPS測位装置１１２によ
る測位結果に基づいて、WLAN測位演算部１０６４により入力されたWLAN測位結果の信頼性
を判定する。
【００５１】
　＜信頼性判定方法（その１）＞
　信頼性判定部１０６８は、測位制御部１０６２により入力されたアシスト情報に含まれ
る基地局のエリア情報に基づいて、WLAN測位結果を判定する。基地局のエリア情報に基づ
いてWLAN測位結果を判定する場合、A-GPS方式による測位手順と、WLAN測位の測位手順と
が並行して開始されてもよい。A-GPS方式による測位手順では、アシストデータが取得さ
れる処理が行われていればよく、該アシストデータによる測位までは行われる必要はない
。
【００５２】
　信頼性判定部１０６８は、基地局のエリア情報に基づいて、当該測位装置１００が位置
すると想定される領域を求める。例えば、基地局のエリア情報に含まれる基地局の位置を
取得し、該基地局の位置を測位装置１００の位置（以下、「概略位置」と呼ぶ）とみなし
（置き換え）、該概略位置を中心とする円を描く。該概略位置は、経度、緯度により示さ
れてもよい。該円の半径（以下、「誤差半径」と呼ぶ）は、該基地局の位置の誤差に関す
る情報に基づいて設定されてもよい。例えば、該基地局の位置を測位装置１００の位置と
みなすことにより予想される誤差の範囲としてもよい。また、該基地局の位置の誤差に関
する情報に誤差半径の情報が含まれてもよい。例えば、誤差半径を基地局のエリアの半径
としてもよい。
【００５３】
　信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果と、概略位置とを比較することによりWLAN測位
結果の信頼性を判定する。例えば、概略位置とWLAN測位結果との間の距離が誤差半径以下
である場合には、WLAN測位結果の信頼性が高いと判定する。一方、概略位置とWLAN測位結
果との間の距離が誤差半径を超える場合には、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定する。
【００５４】
　図４は、信頼性判定部１０６８の処理を説明するための図（その１）である。
【００５５】
　図４には、WLAN測位結果を示す位置と、概略位置を中心として誤差半径を半径とする円
を示す。図４に示される例では、該円に、WLAN測位結果が存在する。図４に示される例で
は、概略位置とWLAN測位結果との間の距離が誤差半径以下であるため、WLAN測位結果の信
頼性が高いと判定する。WLAN測位結果の信頼性が高い場合、該WLAN測位結果を採用する。
【００５６】
　図５は、信頼性判定部１０６８の処理を説明するための図（その２）である。
【００５７】
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　図５には、WLAN測位結果を示す位置と、概略位置を中心として誤差半径を半径とする円
を示す。図４に示される例では、該円に、WLAN測位結果が存在しない。図５に示される例
では、概略位置とWLAN測位結果との間の距離が誤差半径を超えるため、WLAN測位結果の信
頼性が低いと判定する。WLAN測位結果の信頼性が低い場合、該WLAN測位結果は採用しない
。
【００５８】
　＜信頼性判定方法（その２）＞
　信頼性判定部１０６８は、測位制御部１０６２により入力されたGPS測位結果（測位位
置）に基づいて、WLAN測位結果を判定する。GPS測位結果に基づいてWLAN測位結果が判定
される場合、測位位置の履歴が蓄積される。該測位位置の履歴には、自立測位方式により
測位されたものが含まれてもよいし、オートGPS機能により取得されてものが含まれても
よいし、単発測位により取得されたものが含まれてもよいし、トラッキング機能により取
得されたものが含まれてもよい。オートGPSとは、所定の時間間隔で、ユーザの位置情報
をサービス提供者に通知する機能である。オートGPSでは、所定の時間間隔で、位置情報
が取得される。また、オートノーマス方式により取得された位置情報が含まれてもよい。
オートノーマス方式では、測位装置１００単体で測位計算が行われる。該測位の際には通
信が発生しない。
【００５９】
　信頼性判定部１０６８は、測位位置の履歴に含まれるGPS測位結果のうち、最新の測位
位置（以下、「ラストポジション(Last Position)」と呼ぶ）と、WLAN測位結果とを比較
する。例えば、ラストポジションに基づいて、当該測位装置１００が位置すると想定され
る領域を求める。例えば、該ラストポジションを中心とする円を描く。該ラストポジショ
ンは、経度、緯度により示されてもよい。該円の半径（以下、「ポジションσ」と呼ぶ）
は、ラストポジションが測定された時間からの「経過時間」と、当該測位装置１００の「
推定速度」と、「ラストポジションの誤差半径」に基づいて設定されてもよい。例えば、
式（１）により設定されてもよい。
【００６０】
　ポジションσ＝経過時間×推定速度＋ラストポジションの誤差半径　　　（１）
　　＜経過時間＞
　経過時間は、ラストポジションに対応するタイムスタンプに基づいて設定されてもよい
。該タイムスタンプは、測位履歴に含まれるものであってもよい。また、WLAN測位が完了
した際の当該測位装置１００が搭載された装置における時間であってもよい。また、当該
測位装置１００が搭載された装置に実装されているシステムタイマによりカウントされた
時間を経過時間としてもよい。
【００６１】
　　＜推定速度＞
　推定速度は、当該測位装置１００が移動している場合には、該移動手段毎に設定されて
もよい。例えば、以下の方法により、推定速度を設定してもよい。
【００６２】
　１）２パラメータから選択する
　例えば、該２パラメータには、高速移動と低速移動とが含まれる。例えば、高速移動し
ていると判定される場合には、高速移動している際に設定されるべき移動速度が選択され
る。例えば、80km/hなどの移動速度が設定されてもよい。例えば、在圏基地局が切り替わ
ることが検出され、該検出回数に基づいて高速移動しているかどうかが判定されてもよい
。例えば、当該測位装置１００が携帯端末装置に搭載されている場合において、状態判定
部１０７２は、在圏基地局情報取得部１０７４により入力されるべき在圏基地局が切り替
わる回数に基づいて、高速移動しているかどうかを判定してもよい。該状態判定部１０７
２には、在圏基地局の情報が入力される。該状態判定部１０７２は、信頼性判定部１０６
８に、高速移動しているかどうかを示す情報を入力する。所定の時間における切り替わり
回数に基づいて高速移動しているかどうかを判定するようにしてもよい。
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【００６３】
　また、例えば、低速移動していると判定される場合には、低速移動している際に設定さ
れるべき移動速度が選択される。例えば、5km/hなどの移動速度が設定されてもよい。例
えば、センサによる検出結果に基づいて、低速移動しているかどうかを判定してもよい。
具体的には、加速度センサなどにより検出されるべき歩数カウントの値に基づいて低速移
動しているかどうかを判定するようにしてもよい。具体的には、歩行検出部１０７６から
歩数カウントの値が状態判定部１０７２に入力される。状態判定部１０７２は、歩行検出
部１０７６により入力された歩数カウント値に基づいて、低速移動しているかどうかを判
定する。
【００６４】
　２）複数のパラメータから選択する
　例えば、該複数のパラメータには、移動速度が含まれる。例えば、高速鉄道により移動
していると判定される場合には、該高速鉄道により移動している際に設定されるべき移動
速度が選択される。例えば、270km/hなどの移動速度が設定されてもよい。高速鉄道には
、新幹線が含まれる。例えば、センサによる検出結果に基づいて、高速鉄道により移動し
ているかどうかを判定してもよい。具体的には、加速度センサなどにより検知された状態
に基づいて高速鉄道により移動しているかどうかを判定するようにしてもよい。
【００６５】
　また、例えば、電車により移動していると判定される場合には、該電車により移動して
いる際に設定されるべき移動速度が選択される。例えば、130km/hなどの移動速度が設定
されてもよい。例えば、センサによる検出結果に基づいて、電車により移動しているかど
うかを判定してもよい。具体的には、加速度センサなどにより検知された状態に基づいて
電車により移動しているかどうかを判定するようにしてもよい。
【００６６】
　また、例えば、車により移動していると判定される場合には、該車により移動している
と判定される際に設定されるべき移動速度が選択される。例えば、80km/hなどの移動速度
が設定されてもよい。例えば、センサによる検出結果に基づいて、車により移動している
かどうかを判定してもよい。具体的には、加速度センサなどにより検知された状態に基づ
いて車により移動しているかどうかを判定するようにしてもよい。
【００６７】
　また、例えば、走行していると判定される場合には、該走行していると判定される際に
設定されるべき走行速度が選択される。例えば、20km/hなどの走行速度が設定されてもよ
い。例えば、センサによる検出結果に基づいて、走行しているかどうかを判定してもよい
。具体的には、加速度センサなどにより検知された状態に基づいて走行しているかどうか
を判定するようにしてもよい。
【００６８】
　また、例えば、歩行していると判定される場合には、該歩行していると判定される際に
設定されるべき歩行速度が選択される。例えば、5km/hなどの歩行速度が設定されてもよ
い。例えば、センサによる検出結果に基づいて、歩行しているかどうかを判定してもよい
。具体的には、加速度センサなどにより検知された状態に基づいて歩行しているかどうか
を判定するようにしてもよい。
【００６９】
　具体的には、移動状態検出部１０７８から加速度情報が状態判定部１０７２に入力され
る。状態判定部１０７２は、移動状態検出部１０７８により入力された加速度情報に基づ
いて、当該測位装置１００の移動状態を判定する。
【００７０】
　３）速度を推定する
　例えば、移動速度を推定し、該推定された速度が設定されてもよい。例えば、在圏基地
局情報が切り替わることを検出し、該検出回数に基づいて移動速度を推定してもよい。所
定の時間における切り替わり回数に基づいて移動速度を推定してもよい。例えば、当該測
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位装置１００が携帯端末装置に搭載されている場合において、状態判定部１０７２は、在
圏基地局情報取得部１０７４により入力されるべき在圏基地局が切り替わる回数に基づい
て、移動速度を推定してもよい。該状態判定部１０７２には、在圏基地局の情報が入力さ
れる。該状態判定部１０７２は、信頼性判定部１０６８に、移動速度を入力する。
【００７１】
　また、例えば、センサによる検出結果に基づいて、移動速度を推定してもよい。具体的
には、加速度センサなどにより検知された状態に基づいて移動速度を推定してもよい。具
体的には、移動状態検出部１０７８から加速度情報が状態判定部１０７２に入力される。
状態判定部１０７２は、移動状態検出部１０７８により入力された加速度情報に基づいて
、当該測位装置１００の移動状態を判定する。
【００７２】
　信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果と、ラストポジションとを比較することにより
WLAN測位結果の信頼性を判定する。例えば、ラストポジションとWLAN測位結果との間の距
離がポジションσ以下である場合には、WLAN測位結果の信頼性が高いと判定する。一方、
ラストポジションとWLAN測位結果との間の距離がポジションσを超える場合には、WLAN測
位結果の信頼性が低いと判定する。
【００７３】
　図６は、信頼性判定部１０６８の処理を説明するための図（その３）である。
【００７４】
　図６には、WLAN測位結果を示す位置と、ラストポジションを中心としてポジションσを
半径とする円を示す。図６に示される例では、該円に、WLAN測位結果が存在する。図６に
示される例では、ラストポジションとWLAN測位結果との間の距離がポジションσ以下であ
るため、WLAN測位結果の信頼性が高いと判定する。WLAN測位結果の信頼性が高い場合、該
WLAN測位結果を採用する。
【００７５】
　図７は、信頼性判定部１０６８の処理を説明するための図（その４）である。
【００７６】
　図７には、WLAN測位結果を示す位置と、ラストポジションを中心としてポジションσを
半径とする円を示す。図７に示される例では、該円に、WLAN測位結果が存在しない。図７
に示される例では、ラストポジションとWLAN測位結果との間の距離がポジションσを超え
るため、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定する。WLAN測位結果の信頼性が低い場合、該
WLAN測位結果は採用しない。
【００７７】
　また、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位位置の精度の信頼性を判定する。例えば、信
頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果の測位誤差に基づいて、該WLAN測位結果の測位誤差
が概略位置の誤差半径未満であるかどうかを判定する。該WLAN測位結果の測位誤差が概略
位置の誤差半径未満である場合、該WLAN測位位置の精度が高い、換言すればWLAN測位結果
の信頼性が高いと判定するようにしてもよい。逆に、該WLAN測位結果の測位誤差が概略位
置の誤差半径以上である場合、該WLAN測位位置の精度が低い、換言すればWLAN測位結果の
信頼性が低いと判定するようにしてもよい。さらに、WLAN測位結果の測位誤差が所定の閾
値（閾値Ｂ）未満である場合に、WLAN測位位置の精度が高い、換言すればWLAN測位結果の
信頼性が高いと判定するようにしてもよい。逆に、WLAN測位結果の測位誤差が所定の閾値
（閾値Ｂ）以上である場合に、WLAN測位位置の精度が低い、換言すればWLAN測位結果の信
頼性が低いと判定するようにしてもよい。
【００７８】
　信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果の信頼性が高いと判定した場合、該WLAN測位結
果を測位結果通知制御部１０７０に入力する。また、WLAN測位結果の信頼性が高く、且つ
測位精度が高いと判定された場合に、該WLAN測位結果を測位結果通知制御部１０７０に入
力するようにしてもよい。
【００７９】
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　また、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定した場合、測位制
御部１０６２からGPS測位結果を取得する。信頼性判定部１０６８は、測位結果通知制御
部１０７０に、該GPS測位結果を入力する。また、信頼性判定部１０６８は、測位結果通
知制御部１０７０に、概略位置を入力するようにしてもよい。
【００８０】
　本測位装置１００は、測位結果通知制御部１０７０を有する。該測位結果通知制御部１
０７０は、信頼性判定部１０６８、及びローカルデータベース１０６６と接続される。該
測位結果通知制御部１０７０は、信頼性判定部１０６８により入力されるべきWLAN測位結
果、GPS測位結果、及び概略位置のうち少なくとも１つをネットワークに通知する制御を
行う。また、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定された場合に、GPS測位結果、概略位置
をフィードバックする。該フィードバック先は、ローカルデータベース１０６６であって
もよいし、WLANアクセスポイントの設置位置が登録されているデータベースを有するサー
バであってもよい。該サーバは、ネットワークに存在してもよい。また、WLANアクセスポ
イントの設置位置情報は、基地局に存在していてもよい。
【００８１】
　本測位装置１００は、状態判定部１０７２を有する。状態判定部１０７２は、当該測位
装置１００が搭載された装置を携帯しているユーザの移動状態を判定する。該装置は、携
帯端末装置であってもよい。例えば、状態判定部１０７２には、在圏基地局情報取得部１
０７４から在圏基地局情報が入力される。また、状態判定部１０７２には、歩行検出部１
０７６から歩数カウント値が入力される。また、状態判定部１０７２には、移動状態検出
部１０７８から移動状態を判定するための情報が入力される。該移動状態を判定するため
の情報には、加速度が含まれる。
【００８２】
　状態判定部１０７２は、在圏基地局情報取得部１０７４からの在圏基地局情報に基づい
て、当該測位装置１００が高速移動しているかどうかを判定する。状態判定部１０７２は
、歩行検出部１０７６からの歩数カウント値に基づいて、当該測位装置１００が歩行して
いるかどうかを判定する。状態判定部１０７２は、移動状態検出部１０７８から移動状態
を判定するための情報が入力される。該移動状態を判定するための情報に基づいて、当該
測位装置１００の移動速度を推定する。状態判定部１０７２は、信頼性判定部１０６８に
、当該測位装置１００が高速移動しているかどうかの判定結果、当該測位装置１００が歩
行しているかどうかの判定結果、当該測位装置１００の移動速度を入力する。移動速度に
基づいて判定される移動手段を示す情報が入力されてもよい。
【００８３】
　本測位装置１００が搭載された装置は、在圏基地局情報取得部１０７４を有する。該装
置は、携帯端末装置であってもよい。本測位装置１００が在圏基地局情報取得部１０７４
を有していてもよい。在圏基地局情報取得部１０７４は、該携帯端末装置が在圏する基地
局装置の情報を取得する。例えば、在圏基地局情報取得部１０７４は、該携帯端末装置が
ハンドオーバし、在圏基地局装置が変更された際に、在圏基地局情報を取得するようにし
てもよい。また、在圏基地局情報取得部１０７４は、予め設定された所定の周期で取得す
るようにしてもよい。在圏基地局情報取得部１０７４は、在圏基地局情報を状態判定部１
０７２に入力する。在圏基地局情報を状態判定部１０７４に入力する場合に、所定の周期
で在圏基地局情報を取得するように設定されている場合には、取得した在圏基地局が変更
されている場合（前回の在圏基地局と異なる場合）に、在圏基地局情報を通知するように
してもよい。
【００８４】
　本測位装置１００が搭載された装置は、歩行検出部１０７６を有する。該装置は、携帯
端末装置であってもよい。該携帯端末装置は、歩行検出部１０７６を有する。本測位装置
１００が歩行検出部１０７６を有していてもよい。歩行検出部１０７６は、該携帯端末装
置を携帯しているユーザが歩行しているかどうかを判定する。例えば、加速度情報及び／
又は歩数情報が設定される。歩行検出部１０７６は、加速度情報及び／又は歩数情報に基
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づいて、ユーザが歩行しているかどうかを判定する。例えば、歩行検出部１０７６は、歩
数をカウントし、該カウント値に基づいて加速度を推定する。該歩行検出部１０７６は、
該加速度の推定値が、加速度情報に含まれる閾値未満である場合に歩行していると判定す
るようにしてもよい。該加速度情報に含まれる閾値は、低加速度状態を表す値に設定され
てもよい。該低加速度状態に含まれる閾値を表す値は、歩行している際の加速度であって
もよい。また。該低加速度状態が所定の時間継続した場合に歩行していると判定するよう
にしてもよい。また、歩数情報に基づいて、移動距離が所定の距離に達したと判定される
場合に、ユーザが歩行していると判定するようにしてもよい。歩行検出部１０７６は、ユ
ーザが歩行していると判定した場合、歩行カウント値を状態判定部１０７２に入力する。
歩行検出部１０７６は、ユーザが歩行していると判定されない場合には、何も入力しない
ようにしてもよい。また、歩行検出部１０７６は、ユーザが歩行していると判定されない
場合には、歩行していないことを示す情報を状態判定部１０７２に入力するようにしても
よい。
【００８５】
　本測位装置１００が搭載された装置は、移動状態検出部１０７８を有する。該装置は、
携帯端末装置であってもよい。該携帯端末装置は、移動状態検出部１０７８を有する。本
測位装置１００が移動状態検出部１０７８を有していてもよい。該移動状態検出部１０７
８は、該携帯端末装置を携帯しているユーザの移動状態を判定する。移動状態検出部１０
７８は、加速度を検出する。該移動状態検出部１０７８は、状態判定部１０７２に、加速
度情報を入力する。状態判定部１０７２には、例えば、移動手段を判定するための加速度
情報が設定される。状態判定部１０７２は、該移動手段を判定するための加速度情報に基
づいて、ユーザの移動状態を判定する。状態判定部１０７２は、ユーザが高速鉄道、電車
、車などの移動手段により移動していると判定した場合、該移動手段を示す情報を信頼性
判定部１０６８に入力する。状態判定部１０７２は、ユーザが移動手段により移動してい
ると判定されない場合には、何も入力しない。また、状態判定部１０７２は、ユーザが移
動手段により移動していると判定されない場合には、移動手段により移動していないこと
を示す情報を信頼性判定部１０６８に入力するようにしてもよい。
【００８６】
　本測位装置１００が搭載された携帯端末装置は、複数のCPUを有するようにしてもよい
。例えば、図３に示される機能のうち、測位制御部１０６２、WLAN測位演算部１０６４、
信頼性判定部１０６８、測位結果通知制御部１０７０、及び状態判定部１０７２は、アプ
リケーションCPU(A-CPU: Application CPU)により実行されるようにしてもよい。A-CPUは
、アプリケーション系制御用のCPUであり、例えば各種アプリケーション機能やユーザイ
ンタフェースの制御を行う。また、在圏基地局情報取得部１０７４の処理は、コミュニケ
ーションCPU(C-CPU)により実行されるようにしてもよい。C-CPUは、伝送系制御用のCPUで
あり、例えば、基地局、交換機との間の接続、切断などの通信動作の制御を行う。
【００８７】
　＜本システムの動作＞
　図８は、本システムの動作を示すフローチャートである。図８には、本測位装置１００
が携帯端末装置に搭載される例が示される。
【００８８】
　携帯端末装置は測位を開始する（ステップＳ８０２）。
【００８９】
　携帯端末装置とネットワークとの間で、通信セッションが確立される（ステップＳ８０
４）。
【００９０】
　携帯端末装置は、WLAN測位を実行する（ステップＳ８０６）。例えば、測位制御部１０
６２は、通信制御部１１０からアクセスポイントの識別子と、該識別子の受信電界強度と
を取得する。WLAN測位演算部１０６４は、測位制御部１０６２により入力されたアクセス
ポイントの識別子に基づいて、アクセスポイントの位置を求め、該位置と受信電界強度に
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基づいて、当該測位装置１００のWLAN測位位置を求める。
【００９１】
　携帯端末装置は、ネットワークに、アシストデータ（アシスト情報）を要求する（ステ
ップＳ８０８）。例えば、測位制御部１０６２は、C-CPUに対してアシストデータを要求
する。C-CPUは、測位制御部１０６２による要求に応じて、基地局を介してアシストデー
タを要求する。また、例えば、測位制御部１０６２は、GPS測位装置１１２に、アシスト
データを要求するようにしてもよい。GPS測位装置１１２は、通信制御部１１０に、アシ
ストデータを要求する。通信制御部１１０は、無線部１０２を介して、アシストデータを
要求する。
【００９２】
　ネットワークは、携帯端末装置に、アシストデータを通知する（ステップＳ８１０）。
該アシストデータは、C-CPUから測位制御部１０６２に入力される。また、該アシストデ
ータは、GPS測位装置１１２から測位制御部１０６２に入力されてもよい。測位制御部１
０６２は、該アシストデータを信頼性判定部１０６８に入力する。
【００９３】
　携帯端末装置は、WLAN測位結果の信頼性が高いかどうかを判定する（ステップＳ８１２
）。例えば、信頼性判定部１０６８は、測位制御部１０６２により入力されたアシストデ
ータに基づいて、WLAN測位演算部１０６４により入力されたWLAN測位結果の信頼性が高い
かどうかを判定する。例えば、WLAN測位結果と概略位置との間の距離を求め、該距離が概
略位置の誤差半径未満であるかどうかを判定する。
【００９４】
　WLAN測位結果の信頼性が高いと判定された場合（ステップＳ８１２：ＹＥＳ）、携帯端
末装置は、WLAN測位の精度が高いかどうかを判定する（ステップＳ８１４）。例えば、信
頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果の誤差半径が概略位置の誤差半径未満であるかどう
かを判定する。
【００９５】
　ステップＳ８１２において、WLAN測位の信頼性が低いと判定された場合（ステップＳ８
１２：ＮＯ）、又はステップＳ８１４において、WLAN測位の精度が低いと判定された場合
（ステップＳ８１４：ＮＯ）、GPS測位を行う（ステップＳ８１６）。例えば、信頼性判
定部１０６８は、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定した場合、又はWLAN測位の精度が低
いと判定した場合、測位制御部１０６２にGPS測位を行うように要求する。測位制御部１
０６２は、信頼性判定部１０６８による要求に従って、GPS測位装置１１２にGPS測位を行
うように要求する。該GPS測位は、ステップＳ８１０により通知されたアシストデータに
基づいて行われてもよい。
【００９６】
　ステップＳ８１４によりWLAN測位結果の信頼性が高いと判定された場合、又はステップ
Ｓ８１６によりGPS測位が行われた後、携帯端末装置は、ネットワークに測位結果を通知
する（ステップＳ８１８）。例えば、測位結果通知制御部１０７０は、信頼性判定部１０
６８によりWLAN測位結果の信頼性が高いと判定された場合には、ネットワークに、WLAN測
位結果を通知するように制御する。また、測位制御部１０６２は、WLAN測位結果の信頼性
が低いと判定された場合、ネットワークに、GPS測位結果を通知するようにしてもよい。
また、測位結果通知制御部１０７０は、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定されたが、GP
S測位結果を得ることができない場合に、ネットワークに概略位置を通知するようにして
もよい。
【００９７】
　携帯端末装置は、ローカルデータベース１０６６に、GPS測位結果又は概略位置をフィ
ードバックする（ステップＳ８２０）。例えば、測位結果通知制御部１０７０は、ローカ
ルデータベース１０６６に、GPS測位結果又は概略位置をフィードバックする。また、測
位結果通知制御部１０７０は、WLANアクセスポイントの設置位置が登録されているデータ
ベースを有するサーバに、GPS測位結果又は概略位置をフィードバックするようにしても
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よい。GPS測位結果又は概略位置をフィードバックすることにより、データベースを更新
できる。
【００９８】
　携帯端末装置とネットワークとの間における通信セッションが開放される（ステップＳ
８２２）。
【００９９】
　携帯端末装置における測位が終了する（ステップＳ８２４）。
【０１００】
　図８に示されるフローチャートにおいて、ステップＳ８０８、及びＳ８１０を行うこと
なく、WLAN測位結果の信頼度のチェックを行うようにしてもよい。該信頼度のチェックで
は、GPS測位位置の履歴に基づいて、ラストポジションと、WLAN測位結果とを比較するこ
とにより、WLAN測位の信頼度のチェックが行われる。
【０１０１】
　WLAN測位結果の信頼性が高いと判定された場合、該WLAN測位結果がネットワークに通知
される。また、WLAN測位結果の信頼性が低いと判定された場合、ラストポジションがネッ
トワークに通知されてもよい。ラストポジションがネットワークに通知される場合、該ラ
ストポジションが、DBにフィードバックされてもよい。
【０１０２】
　＜本測位装置の動作＞
　図９は、本測位装置の動作を示すフローチャートである。
【０１０３】
　本測位装置１００は、A-GPS測位を開始する（ステップＳ９０２）。例えば、GPS測位装
置１１２は、A-GPS測位を開始する。例えば、GPS測位装置１１２は、測位制御部１０６２
による制御に従って、A-GPS測位を行う。
【０１０４】
　本測位装置１００は、A-GPS処理手順により、ネットワークから概略位置を取得する（
ステップＳ９０４）。例えば、測位制御部１０６２は、概略位置を取得する。該概略位置
は、アシスト情報に含まれてもよい。例えば、アシスト情報に含まれる基地局のエリア情
報から基地局の位置を取得し、該基地局の位置を測位装置１００の概略位置とする。
【０１０５】
　一方、本測位装置１００は、WLAN測位を開始する（ステップＳ９０６）。例えば、WLAN
測位演算部１０６４は、WLAN測位を開始する。
【０１０６】
　本測位装置１００は、WLAN測位が成功したかどうかを判定する（ステップＳ９０８）。
例えば、WLAN測位演算部１０６４は、WLAN測位が成功したかどうかを判定する。
【０１０７】
　WLAN測位が成功したと判定した場合（ステップＳ９０８：ＹＥＳ）、本測位装置１００
は、WLAN測位結果の信頼性が高いかどうかを判定する（ステップＳ９１０）。例えば、信
頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果と概略位置との間の距離が、概略位置の誤差半径以
下であるかどうかを判定する。
【０１０８】
　WLAN測位が成功したと判定されない場合（ステップＳ９０８：ＮＯ）、及びWLAN測位結
果と概略位置との間の距離が、概略位置の誤差半径より大きいと判定した場合（ステップ
Ｓ９１０：ＮＯ）、本測位装置１００は、WLAN測位結果を使用せず、A-GPS測位手順を実
施する（ステップＳ９１２）。A-GPS測位手順が実施された場合、最終的に得られた位置
情報を当該測位装置１００の周辺に位置するアクセスポイント情報(API: Access Point I
nformation)とともにフィードバックする。該位置情報には、A-GPS測位手順により得られ
たGPS測位結果及び／又は概略位置が含まれる。該アクセスポイント情報には、アクセス
ポイントのマック(MAC: Media Access Control)アドレスと、該アクセスポイントの受信
信号強度とが含まれる。該フィードバック先は、ローカルデータベース１０６６であって
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もよいし、WLANアクセスポイントの設置位置が登録されているデータベースを有するサー
バであってもよい。また、WLANアクセスポイントの設置位置が登録されている基地局であ
ってもよい。
【０１０９】
　WLAN測位結果と概略位置との間の距離が、概略位置の誤差半径以下と判定した場合（ス
テップＳ９１０：ＹＥＳ）、本測位装置１００は、概略位置の誤差半径がWLAN測位結果の
誤差半径未満であるかどうかを判定する（ステップＳ９１４）。例えば、信頼性判定部１
０６８は、概略位置の誤差半径がWLAN測位結果の誤差半径未満であるかどうかを判定する
。WLAN測位結果と概略位置との間の距離が誤差半径以下と判定された場合でも、WLAN測位
結果の精度が低い場合には信頼性が低いため、該WLAN測位結果を採用すべきでないためで
ある。本実施例では、概略位置の誤差半径よりもWLAN測位結果の誤差半径の方が大きい場
合には、WLAN測位結果の精度が低いと判定する。換言すれば、概略位置の誤差半径よりも
WLAN測位結果の誤差半径の方が大きい場合には、概略位置の誤差半径の精度が高いと判定
する。
【０１１０】
　概略位置の誤差半径がWLAN測位の誤差半径未満である場合（ステップＳ９１４：ＹＥＳ
）、本測位装置１００は、概略位置の誤差半径が閾値Ａ未満であるかどうかを判定する。
例えば、信頼性判定部１０６８は、概略位置の誤差半径が閾値Ａ未満であるかどうかを判
定する。概略位置の誤差半径がWLAN測位の誤差半径未満であると判定された場合でも、概
略位置の誤差半径が大きい場合には、概略位置の誤差半径の精度が低いため、該概略位置
を採用すべきでないためである。該閾値Ａは、位置を特定する際に許容できる範囲に基づ
いて設定される。また、位置に対して要求される精度に応じて設定されてもよい。
【０１１１】
　概略位置の誤差半径が閾値Ａ未満であると判定された場合（ステップＳ９１６：ＹＥＳ
）、本測位装置１００は概略位置を最終的な測位結果とする（ステップＳ９１８）。例え
ば、信頼性判定部１０６８は、概略位置の誤差半径が閾値Ａ未満であると判定した場合、
概略位置の誤差半径の精度が高いため、概略位置を最終的な測位結果とする。
【０１１２】
　一方、概略位置の誤差半径が閾値Ａ未満であると判定されない場合（ステップＳ９１６
：ＮＯ）、換言すれば概略位置の誤差半径が閾値Ａ以上であると判定される場合、本測位
装置１００はGPS測位を実行する（ステップＳ９２０）。例えば、信頼性判定部１０６８
は、概略位置の誤差半径が閾値Ａ以上であると判定した場合、概略位置の誤差半径の精度
が低いと判定し、測位制御部１０６２に、A-GPS測位を実行するように命令する。測位制
御部１０６２は、信頼性判定部１０６８による命令に従って、GPS測位装置１１２にA-GPS
測位を実行するように命令する。A-GPS測位結果は、GPS測位装置１１２から、測位制御部
１０６２を介して、信頼性判定部１０６８に入力される。
【０１１３】
　本測位装置１００は、WLAN測位結果の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であるかど
うかを判定する（ステップＳ９２２）。例えば、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果
の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であるかどうかを判定する。誤差半径が小さい測
位結果を採用するのが好ましいためである。WLAN測位結果の誤差半径の代わりに、概略位
置の誤差半径を利用して判定してもよい。
【０１１４】
　WLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であると判定される場合（ステップＳ
９２２：ＹＥＳ）、本測位装置１００は、概略位置を最終的な測位結果とする（ステップ
Ｓ９１８）。例えば、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差
半径未満であると判定した場合、概略位置を最終的な測位結果とする。測位結果通知制御
部１０７０は、ネットワークに、概略位置を通知する。測位制御部１０６２は、A-GPS測
位手順を終了させてもよい。
【０１１５】
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　一方、WLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であると判定されない場合（ス
テップＳ９２２：ＮＯ）、換言すればWLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径以上で
あると判定される場合、本測位装置１００は、A-GPS測位結果を最終的な測位結果とする
（ステップＳ９２４）。例えば、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位の誤差半径がA-GPS
測位の誤差半径以上であると判定した場合、A-GPS測位結果を最終的な測位結果とする。A
-GPS測位結果の精度の方が高いためである。測位結果通知制御部１０７０は、ネットワー
クに、A-GPS測位結果を通知する。測位制御部１０６２は、測位手順を終了させてもよい
。
【０１１６】
　ステップＳ９１４において、概略位置の誤差半径がWLAN測位結果の誤差半径未満でない
場合、換言すれば、概略位置の誤差半径がWLAN測位結果の誤差半径以上である場合（ステ
ップＳ９１４：ＮＯ）、本測位装置１００は、WLAN測位結果の精度が高いと判定し、WLAN
測位結果の誤差半径が閾値Ｂ未満であるかどうかを判定する。例えば、信頼性判定部１０
６８は、WLAN測位結果の誤差半径が閾値Ｂ未満であるかどうかを判定する。概略位置の誤
差半径がWLAN測位結果の誤差半径以上であると判定された場合でも、WLAN測位結果の誤差
半径が大きい場合には、許容される精度を得ることができないためである。該閾値Ｂは、
位置を特定する際に許容できる範囲に基づいて設定される。また、位置に対して要求され
る精度に応じて設定されてもよい。
【０１１７】
　WLAN測位結果の誤差半径が閾値Ｂ未満であると判定された場合（ステップＳ９２６：Ｙ
ＥＳ）、本測位装置１００は、WLAN測位結果の精度が高いと判定し、WLAN測位結果を最終
的な測位結果とする（ステップＳ９２８）。例えば、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位
結果の誤差半径が閾値Ｂ未満であると判定した場合、該WLAN測位結果を最終的な測位結果
とする。測位結果通知制御部１０７０は、ネットワークに、WLAN測位結果を通知する。測
位制御部１０６２は、A-GPS測位手順を終了させてもよい。
【０１１８】
　一方、WLAN測位結果の誤差半径が閾値Ｂ未満であると判定されない場合（ステップＳ９
２６：ＮＯ）、換言すればWLAN測位結果の誤差半径が閾値Ｂ以上であると判定される場合
、本測位装置１００はGPS測位を実行する（ステップＳ９３０）。例えば、信頼性判定部
１０６８は、WLAN測位結果の誤差半径が閾値Ｂ以上であると判定した場合、測位制御部１
０６２に、A-GPS測位を実行するように命令する。測位制御部１０６２は、信頼性判定部
１０６８による命令に従って、GPS測位装置１１２にA-GPS測位を実行するように命令する
。A-GPS測位結果は、GPS測位装置１１２から、測位制御部１０６２を介して、信頼性判定
部１０６８に入力される。
【０１１９】
　本測位装置１００は、WLAN測位結果の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であるかど
うかを判定する（ステップＳ９３２）。例えば、信頼性判定部１０６８は、WLAN測位結果
の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であるかどうかを判定する。誤差半径が小さい測
位結果を採用するのが好ましいためである。
【０１２０】
　WLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であると判定される場合（ステップＳ
９３２：ＹＥＳ）、本測位装置１００は、WLAN測位結果の精度が高いと判定し、WLAN測位
結果を最終的な測位結果とする（ステップＳ９２８）。例えば、信頼性判定部１０６８は
、WLAN測位結果の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であると判定した場合、WLAN測位
結果を最終的な測位結果とする。
【０１２１】
　一方、WLAN測位結果の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径未満であると判定されない場合
（ステップＳ９３２：ＮＯ）、換言すればWLAN測位結果の誤差半径がA-GPS測位の誤差半
径以上であると判定される場合、本測位装置１００は、A-GPS測位結果の精度が高いと判
定し、A-GPS測位結果を最終的な測位結果とする（ステップＳ９３４）。例えば、信頼性
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判定部１０６８は、WLAN測位の誤差半径がA-GPS測位の誤差半径以上であると判定した場
合、A-GPS測位結果を最終的な測位結果とする。A-GPS測位結果の精度の方が高いためであ
る。測位結果通知制御部１０７０は、ネットワークに、A-GPS測位結果を通知する。測位
制御部１０６２は、測位手順を終了させてもよい。
【０１２２】
　図９に示されるフローチャートにおいて、ステップＳ９０２、及びＳ９０４を行うこと
なく、ステップＳ９１０におけるWLAN測位結果の信頼度のチェックを行うようにしてもよ
い。該信頼度のチェックでは、GPS測位位置の履歴に基づいて、ラストポジションと、WLA
N測位結果とを比較することにより、WLAN測位の信頼度のチェックが行われる。
【０１２３】
　また、ステップＳ９２０を行うことなく、ステップＳ９２２の処理が行われてもよい。
ステップＳ９２２では、WLAN測位結果の誤差半径と、ラストポジションの誤差半径とが比
較されてもよい。
【０１２４】
　また、ステップＳ９３０を行うことなく、ステップＳ９３２の処理が行われてもよい。
ステップＳ９３２では、WLAN測位結果の誤差半径と、ラストポジションの誤差半径とが比
較されてもよい。
【０１２５】
　本実施例において、GPS測位方式の代わりに、ヨーロッパのガリレオシステム、ロシア
のグロナス（GLONASS）システム、又は他の衛星測位システム(satellite positioning sy
stem: SPS)を適用してもよい。換言すれば、衛星航法(GNSS:　Global　Navigation　Sate
llite　System)を適用してもよい。
【０１２６】
　本実施例によれば、WLAN測位をGPS測位方式に融合させて商用展開する際に解決すべき
課題の１つである、WLAN測位によって得られた測位結果が信頼できる結果であるかどうか
を自動的に判定できる。また、WLAN測位によって得られた測位結果の精度が高いか、換言
すれば測位結果の精度の信頼性が高いがどうかを自動的に判定できる。
【０１２７】
　具体的には，位置情報サービスで利用している「A-GPS測位結果」、「概略位置（基地
局測位結果）」の緯度経度情報に紐づけられる誤差半径によってフィルタリングする。該
フィルタリングにより、利用者が取得できる位置情報の信頼度は従来と比べてデグレード
しないことを担保できる。
【０１２８】
　本実施例によれば、サービス性を確保した上で、測位方式にWLAN測位を含めることがで
きる。WLAN測位を含めることができるため、高精度、且つ省電力な測位システムが実現で
きる。
【０１２９】
　本実施例において、WLAN測位が単体で行われた場合において、データベースから取得し
た値が誤っている場合は利用しないようにしてもよい。
【０１３０】
　また、WLAN測位結果が信頼できると判断でき、高精度な場合はGPS測位を省略するよう
にしてもよい。高精度であるかどうかは、誤差半径により判定してもよい。GPS測位を省
略することにより消費電力を低減できる。
【０１３１】
　また、データベース（DB）からの情報に基づいて算出されたWLAN測位結果の信頼性が低
いと判定された場合には、該データベースに対してより精度の高い位置情報をフィードバ
ックするようにしてもよい。フィードバックすることにより、データベース更新をかける
ことができる。
【０１３２】
　本実施例によれば、位置を測定する測位装置が提供される。
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【０１３３】
　該測位装置は、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算部と、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行うGPS測位装置としての衛星測位部と、
　前記衛星測位部による測位の際に取得されるべき位置情報又は前記衛星測位部による測
位位置に基づいて、該位置情報又は測位位置から所定の範囲に、前記WLAN測位演算部によ
る測位結果が存在するかどうかを判定する測位結果判定部と、
　該測位結果判定部により判定された結果に基づいて、前記測位結果を採用するかどうか
を判定する信頼性判定部としての測位結果採用判定部と
　を有する。
【０１３４】
　WLAN測位結果が信頼できる結果であるかどうかを判定できる。WLANアクセスポイントの
スキャンを頻繁に行うことなくWLAN測位結果が信頼できる結果であるかどうかを判定でき
るため、消費電力を低減できる。また、データベースの更新が行われているかどうかに関
係なくWLAN測位結果が信頼できる結果であるかどうかを判定できる。GPS測位に加えて、W
LAN測位を加えることができるため、サービス性を確保した上で、高精度かつ省電力な測
位システムを実現できる。
【０１３５】
　さらに、
　前記WLAN測位演算部による測位結果の測位誤差に基づいて、該測位結果の測定精度が許
容されるかどうかを判定する信頼性判定部としての測定精度判定部
　を有する。
【０１３６】
　前記WLAN測位演算部による測位結果の測定精度を判定できる。
【０１３７】
　さらに、
　前記測定結果判定部は、前記位置情報と、前記WLAN測位演算部による測位結果との間の
距離が、第１の閾値以下であるかどうかを判定することにより前記測位結果の信頼性を判
定する。
【０１３８】
　さらに、
　前記第１の閾値は、前記位置情報の誤差に基づいて設定される。
【０１３９】
　基地局の位置と、WLAN測位結果に基づいて、該WLAN測位結果の信頼性を判定できる。
【０１４０】
　さらに、
　当該測位装置の移動状態を判定する状態判定部
　を有し、
　前記測位結果判定部は、前記測位位置の履歴と、前記状態判定部により判定された移動
状態とに基づいて、前記WLAN測位演算部による測位結果の信頼性を判定する。
【０１４１】
　GPS測位による測位位置の履歴と、当該測位装置の移動状態とに基づいて、WLAN測位結
果の信頼性を判定できる。
【０１４２】
　さらに、
　前記測位結果判定部は、前記測位位置の履歴のうち、最新の測位位置と、前記WLAN測位
演算部による測位結果との間の距離が、第２の閾値以下であるかどうかを判定することに
より前記測位結果の信頼性を判定する。
【０１４３】
　さらに、
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　前記第２の閾値は、前記最新の測位位置が測定されてからの経過時間と、前記状態判定
部により判定された当該測位装置の移動状態とに基づいて設定される。

【０１４４】
　最新の測位位置と、WLAN測位結果とに基づいて、該WLAN測位結果の信頼性を判定できる
。
【０１４５】
　さらに、
　前記WLAN測位演算部は、アクセスポイントの識別子と、該アクセスポイントの位置とを
対応付けたデータベースから、アクセスポイントの位置を検出し、該位置と、前記電波の
受信信号強度とに基づいて測位を行う。
【０１４６】
　さらに、
　前記測位結果判定部により前記測位結果を採用しないと判定された場合に、前記衛星測
位部により測位されるべき測位位置を取得する衛星測位位置取得部と、
　前記衛星測位位置取得部により取得された測位位置、又は前記WLAN測位演算部による測
位結果をネットワークに通知する測位結果通知部
　を有する。
【０１４７】
　WLAN測位結果の信頼性が低いと判定された場合に、GPS測位結果及び／又は基地局のエ
リア情報をデータベースにフィードバックできるため、該データベースの信頼性を高める
ことができる。
【０１４８】
　本実施例によれば、位置を測定する測位装置における方法が提供される。
【０１４９】
　該方法は、
　アクセスポイントからの電波に基づいて、測位を行うWLAN測位演算ステップと、
　測位衛星からの電波に基づいて、測位を行う衛星測位ステップと、
　前記衛星測位ステップによる測位の際に取得されるべき位置情報又は前記衛星測位ステ
ップによる測位位置に基づいて、該位置情報又は測位位置から所定の範囲に、前記WLAN測
位演算ステップによる測位結果が存在するかどうかを判定する測定結果判定ステップと、
　該測定結果判定ステップにより判定された結果に基づいて、前記測位結果を採用するか
どうかを判定する測位結果採用判定ステップと
　を有する。
【０１５０】
　説明の便宜上、発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明されるが、特に断り
のない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。
【０１５１】
　以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示
に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明
の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、その
ような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよ
い。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形
例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
【符号の説明】
【０１５２】
１００　測位装置
１０２　無線部
１０４　記憶部
１０６　中央演算処理装置(CPU: Central Processing Unit)
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１０６２　測位制御部
１０６４　WLAN測位演算部
１０６６　ローカルデータベース（Local database）
１０６８　信頼性判定部
１０７０　測位結果通知制御部
１０７２　状態判定部
１０７４　在圏基地局情報取得部
１０７６　歩行検出部
１０７８　移動状態検出部
１０８　出力部
１１０　通信制御部
１１２　GPS測位装置
２００１－２００ｍ（ｍは、ｍ＞０の整数）　アクセスポイント
３００１－３００ｎ（ｎは、ｎ＞３の整数）　GPS衛星

【図１】 【図２】
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