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システムとすることができる。



端末位置特定方法、端末位置特定システム、狽 立サ一バ及びプログラム

技術分野

０００1 本発明は、複数の測位システムを組み合わせて端末の位置を特定する端末位置特

定方法、端末位置特定システム、測位サ一バ及びプログラムに関し、特に利用してい
る測位システムの故障を検出する技術に関する。

背景技術

０００2 近年、ュ一ザや端末の位置を特定し、特定した位置に応じたサービスを提供する位

置情報サービスに対する要求が高まりつつある。屋外ではG P 衛星を用いた測位シ

ステムが実用化されており、屋内では、R D (Rad o F eq enc den nnCa on) や赤

外線などを発信する基準点を用いた測位システム(以下、基準点測位と記す)の検討

が盛んに行われている。

０００3 基準点測位としては、R Dや赤外線などを送信する発信機が、固有の情報、たとえ

ば D番号などを送信し、端末が受信した D番号を発信機が設置されている位置情報

に変換することで端末の位置の特定を〒ぅ方法が考えられる。

０００4 上記の基準点測位の場合、発信機が何らかの理由で故障し、D番号が送信不能に

なると測位ができなくなるため、安定したサービスの提供のためには発信機の故障を

検出できることが重要となる。

０００5 この課題への対応としては、特許文献 に記載されているよぅに、発信機である無線

タグから一定期間以上、無線タグ固有の識別子情報を受信しない場合には、その無

線タグは故障しているものと検出するとレづ方法が考えられる。

０００6 また、特許文献2 に記載されているよぅに、R Dを発信機として使ぅシステムにおい
て、設置されている全てのR Dから情報を読み出し、情報が読み出せな

R
Dは

故障しているものとみなす方法も考えられる。

０００7 基準点測位に限定されない無線基地局の故障検出を〒ぅ方法としては、特許文献3

や特許文献4 に記載されているよぅに、無線基地局に接続されている有線ネットワー

クの断線や有線通信部の故障を無線基地局が検出し、故障情報を無線ネットワーク



を用いて通知するといった方法が挙げられる。

特許文献 1 特開2 ００4 25279０号公報

特許文献2 特表 2 ００3 519878号

特許文献3 特開2 ００4 56449号公報

特許文献4 特開2 ０００ 156689号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 前述したょぅに、基準点測位に必要とされる発信機の故障検出としてはいくつかの方

法が考案されているが、従来の方法にはいくつかの課題がある。

０００9 第一の課題は、一定期間以上信号を受信しないとレづことだけでは、基準点測位で

使用される発信機の通信範囲内に受信機が存在しないのか、発信機が故障している

のかを区別できないとレづことである。

００1０ 第二の課題は、発信機の数が膨大な大規模なシステムにおいて、故障検出を〒ぅた

めに全ての発信機から情報が送信されているかを確認して回ることは現実的な方法

ではないとレづことである。

００1 1 第三の課題は、発信機が有線ネットワークに接続されていない場合、無線通信部分

が故障してしまぅと故障を通知できないとレづことである。

００1 2 本発明の目的は、上記の課題を解決し、故障した測位システムを直接検知すること

なく、故障検出を〒ぅことができるょぅにする方法及びシステム、特に発信機が有線ネ、
、ソトワークに接続されておらず、発信機の数の多い大規模な基準点測位システムに

おいて、発信機の故障検出を容易にする方法及びシステムを提供することである。

課題を解決するための手段

００1 3 本発明の端末位置特定方法は、複数の測位システムを備え、該複数の測位システム

のぅちの少なくとも一つを利用して端末の位置を特定する端末位置特定方法であっ
て、

前記複数の測位システムの内の一又は複数の第一の測位システムの利用状況を、

故障検出部にょり監視することで、前記第一又は複数の測位システム以外の少なくと

も一つの第二の測位システムの故障を検出する端末位置特定方法である。



００14 本発明の端末位置特定システムは、複数の測位システムを備え、該複数の測位シス

テムのぅちの少なくとも一つを利用して端末の位置を特定する端末位置特定システム

であって、

前記複数の測位システムの内の一又は複数の第一の測位システムの利用状況を、

故障検出部により監視することで、前記第一又は複数の測位システム以外の少なくと

も一つの第二の測位システムの故障を検出する端末位置特定システムである。

００ 5 上記第二の測位システムが故障である場合には、それ以外の一又は複数の第一の

測位システムを用いる頻度が高くなる。そこで、本発明の端末位置特定方法及び端

末位置特定システムでは、第一の測位システムの利用状況を監視することで、第二

の測位システムの故障を検出するよぅにしたものである。

００16 本発明の測位サ一バは、端末の位置特定のための第一の情報と前記端末から受信

した前記端末の位置特定のための第二の情報とを送信する基地局と通信回線を介

して接続され、前記第一及び第二の情報の少なくとも一方を利用して前記端末の位

置を特定する測位サ一バであって、

前記第一又は第二の情報を利用し、記憶部に記憶された前記第一又は第二の情報

と前記端末の位置とを関連づけたデータを参照して、前記端末の位置を特定する位

置特定部と、前記第一の情報を利用した前記端末の位置特定を監視することで、前

記端末に対して前記第二の情報を発信する発信機の故障を検出する故障検出部と

を備えた測位サ一バである。

００17 本発明のプログラムは、端末の位置特定のための第一の情報と前記端末から受信し

た前記端末の位置特定のための第二の情報とを送信する基地局と通信回線を介し

て接続され、前記第一及び第二の情報の少なくとも一方を利用して前記端末の位置

を特定する測位サ一バ用のコンピュータに用いられるプログラムであって、

前記第一又は第二の情報を利用し、記憶部に記憶された前記第一又は第二の情報

と前記端末の位置とを関連づけたデータを参照して、前記端末の位置を特定する位

置特定機能、及び前記第一の情報を利用した前記端末の位置特定を監視すること

で、前記端末に対して前記第二の情報を発信する発信機の故障を検出する故障検

出機能を、前記コンピュータに実行させるためのプログラムである。



００18 上記端末の位置特定のための第二の情報を発信する発信機が故障である場合には

、それ以外の第一の情報を用いて端末の位置特定を〒う頻度が高くなる。そこで、本

発明の測位サ一バ及びプログラムでは、端末の位置特定のための第一の情報を不

用した前記端末の位置特定を監視すること、発信機の故障を検出するようにしたもの

である。

発明の効果

００19 本発明によれば、複数の測位システムを設けて端末の位置特定を〒う場合、故障

した測位システムを直接検知することなく、故障検出を〒うことができる。特に、端末

の位置特定のための発信機が有線ネットワークに接続されておらず、発信機の数の

多い大規模な基準点測位システムにおいても、発信機の故障検出を容易に行うこと

ができる。

００2０ 図 本発明の一実施形態の端末位置特定システムの概要を示すブロック図である。

図2 本発明の一実施例の端末位置特定システムの概要を示す図である。

図3 本発明に係わる赤外線発信機の構成を示す図である。

図4 本発明に係わる無線基地局の構成を示す図である。

図5 本発明に係わる端末の構成を示す図である。

図6 本発明の第一～第四の実施例における測位サ一バの構成を示す図である。

図7 本発明の第一の実施例における故障検出部の構成を示す図である。

図8 本発明の第一の実施例における測位結果格納部に格納される情報を示す図

である。

図9 本発明の第一の実施例における測位結果解析部の処理の流れを示す図であ

る。

図1０本発明の第一の実施例における測位結果解析部の処理を説明するための図

である。

図11 本発明の第二の実施例における測位結果格納部に格納される情報を示す図

である。

図12 本発明の第二の実施例における測位結果解析部の処理の流れを示す図であ



る。

図13 本発明の第二の実施例の変形例における測位結果解析部の処理の流れを示

す図である。

図14 本発明の第三の実施例における故障検出部の構成を示す図である。

図15 本発明の第三の実施例における測位結果格納部の処理の流れを示す図であ

る。

図16 本発明の第三の実施例における測位結果処理部の処理の流れを示す図であ

る。

図17 本発明の第三の実施例の変形例における測位結果格納部の処理の流れを示

す図である。

図18 本発明の第三の実施例の変形例における測位結果解析部の処理の流れを示

す図である。

図19 本発明の第四の実施例における測位結果格納部に格納される情報を示す図

である。

図2０本発明の第四の実施例における測位結果解析部の処理の流れを示す図であ

る。

図2 1 本発明の第四の実施例の変形例における測位結果格納部の処理の流れを示

す図である。

図22 本発明の第四の実施例の変形例における測位結果解析部の処理の流れを示

す図である。

図23 本発明の第五の実施例の二重ィビされた測位システムの概念を示す図である。

図24 本発明の第五の実施例における測位サ一バの構成を示す図である。

図25 本発明の第五の実施例における発信機データベースに格納されている情報

を示す図である。

図26 本発明の第五の実施例における測位結果格納部に情報を示す図である。

図27 本発明の第五の実施例における測位結果解析部の処理の流れを示す図であ

る。

図28 本発明の第五の実施例における一方の赤外線発信機が故障した場合を説明



するための図である。

図29 本発明の第五の実施例の変形例における測位結果格納部の処理の流れを示

す図である。

図3０本発明の第五の実施例の変形例における測位結果解析部の処理の流れを示

す図である。

図3 1 測位サ一バをコンピュータで構成した場合のブロック図である。

符号の説明

～ 2 赤外線発信機

皿 送信制御部

2 22 32 メモり

3 発光部

2、2 2 無線基地局

2 送受信制御部

23 34 無線

24 35 アンテナ

25 42 42 有線

3 端末

3 制御部

33 受光部

4 測位サ一バ

4 4 位置特定部

43 基地局データベース ( )

44 44 発信機データベース ( )

45 45 故障検出部

45 453 測位結果解析部

452 測位結果格納部

452 基地局 D

452 基地局測位回数



8 8 故障した赤外線発信機

5 ェリア

6 6 無線ェリア

7 7 7 ～7 7 7 2 赤外線ェリア

452C 測位回数

452 測位精度総和

44 452 位置 D

442 52 位置 D 2

443 52 設置位置情報

452G 位置 D 回数

452 位置 D 2回数

発明を実方句するための最良の 杉熊

００22 以下本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。

００23 図 は、本発明の一実施形態の端末位置特定システムを示すブロック図である。図

において、 ０ ０2は測位システム、 ０3は端末、 ０4は故障検出部である。端末

０3の測位処理は測位システム ０ と狽 ィ立システム ０2とで同時に行われるようにし

てもよく、狽 ィ立システム ０ ０2のうち一方の測位システムの測位処理が行われな

い場合に他方の測位システムの測位処理が行われるようにしてもよい。測位システム

０及び測位システム ０2の一方の測位システムが故障したとき、すなわち、狽 ィ立処

理ができなかったり、狽 ィ立処理が正常に行われなくなったりしたときに、他方の測位シ

ステムにより狽 ィ立処理が行われるので、他方の測位システムを利用する頻度が高くな

る。これを故障検出部 ０4が監視し、他方の測位システムを利用する頻度が高くなっ
たことを検出することで、一方の測位システムの故障を検出する。すなわち、狽 ィ立シス

テム ０及び測位システム ０2のうちの一方の測位システムに故障が生じたとき、他

方の測位システムの利用状況を監視することで、一方の測位システムの故障を検出

することができる。

００24 測位システム ０ ０2は、一方の測位システムの測位処理実行の優先順位を高く

してもよく、同じ頻度で測位処理を実行するようにしてもよい。また測位システム ０



０2は同じ測位精度のものを用いてもよいが、一方の測位システムの精度が高くなる

ようにしてもよい。また測位システム ０ ０2は互いに異なる測位原理を利用する

測位システムであっても、同一の測位原理を利用する測位システムであってもよい。

測位システム ０ ０2を後述する実施例の構成と対比させると、例えば測位システ

ム ０は赤外線発信機 、無線基地局2、狽 ィ立サ一バ4の位置特定部4 が対応し、

測位システム ０2は無線基地局2、狽 ィ立サ一バ4の位置特定部4 が対応する。故障

検出部 ０4は測位サ一バ4の故障検出部45が対応する。後述する実施例では、測

位システム ０ と狽 ィ立システム ０2とにおいて、無線基地局2、狽 ィ立サ一バ4の位置

特定部4 とが共通しているが、狽 ィ立システム ０ と狽 ィ立システム ０2とにおいて、シ

ステムを構成する各部を別に設けてもよい。

００25 故障検出の方法は、特に限定されないが、一定期間内で測位される測位回数を監

視し、測位システム ０の測位回数が所定の回数を超えた場合に測位システム ０2

が故障と判断する方法、狽 ィ立システム ０ ０2の両方による狽 ィ立回数に対する、測

位システム ０ ０2のいずれか一方の測位システムの測位回数の割合が所定の値

を超えるときに、他方の測位システムが故障と判断する方法、狽 ィ立システム ０ ０

2の測定精度が異なる場合に特定ェリアでの測位精度の平均値を測定することで、

その平均値が所定の値を超えるときに測位精度の高い方の測位システムが故障と半

断する方法がある。

００26 測位システムとしては、例えば、赤外線又は電波により固有の情報を送信する発信

機の地理的な位置を用いて端末の位置を特定する狽 ィ立システム、無線ネットワーク

における無線基地局の地理的位置を用いて前記端末の位置を特定する狽 ィ立システ

ムを用いることができる。

実施例

００27 以下、更に本発明の実施例について説明する。

第一の実施例

次に、本発明の第一の実施例について図面を参照して詳細に説明する。

００28 図2は、本発明の第一の実施例の端末位置特定システムの全体構成を示す図であ

る。



００29 本実施例の測位システムは、赤外線発信機 、無線基地局2、端末3、測位サ一バ4

で構成されている。赤外線発信機に代えて D等を送信する発信機を用いてもよい

００3０ 図3は、赤外線発信機 の構成を示す図である。

００31 赤外線発信機 は、送信制御部 、メモり 2、発光部 3で構成される。メモり 2に

は、発光間隔や発光回数、赤外線発信機 に固有の D番号(以下、位置 Dと記す)が

格納されている。送信制御部 、メモり 2から発光間隔や発光回数、位置 Dを読

み出し、適切なタイミングで発光部 3に電気信号を送信する。発光部 3は、送信制

御部皿より電気信号が送信されると、送信された電気信号を赤外線信号に変換して

空間に送出する。

００32 図4は、無線基地局2の構成を示す図である。

００33 無線基地局2は、送受信制御部2 、メモり22、無線インターフェイス ( ) 23、アンテ

ナ24、有線インターフェイス ( ) 25で構成されている。

００34 メモり22には、無線基地局2の固有の D番号(以下、基地局 Dと記す)が格納されて

いる。送受信制御部2 は、無線ネットワークの存在を周囲の端末に伝えるために、定

期的にメモり22に格納されている基地局 Dを無線 23、アンテナ24を介して送信

している。また、送受信制御部2 は、無線 23、アンテナ24を介して受信した端末

3からの情報を中継し、有線 25を介して、測位サ一バ4に送信する。

００35 図5は、端末3の構成を示す図である。

００36 端末3は、制御部3 、メモり32、受光部33、無線 34、アンテナ35で構成される。

受光部33は、赤外線発信機 が発信した位置 Dを受信し、受信した位置 Dを制御部

3 に通知する。メモり32には、受光部33から通知された位置 Dを測位サ一バ4に報

告する報告方法や、端末3固有の D番号(以下、端末 Dと記す)、無線 34とアンテ

ナ35を介して無線基地局2から受信した基地局 Dが格納されている。

００37 制御部3 は、受光部33から通知された位置 Dと、メモり32に格納された端末 D、基

地局 Dとを、メモり32に格納された報告方法に従って、測位サ一バ4に報告するため

に無線 34とアンテナ35を介して無線信号を送出する。なお、受光部33からィ立置1

Dが通知されない場合がある。このときには、メモり32に格納された端末 Dと基地局



Dとを、メモり32に格納された報告方法に従って、測位サ一バ4に報告する。

００38 メモり32に格納されている報告方法としては、「一定間隔で報告する」や「前回報告し

００39 図6は、測位サ一バ4の構成を示す図である。

００4０ 測位サ一バ4は、位置特定部4 、有線 42、基地局データベース ( )43、発信

機データベース ( )44、故障検出部45で構成されている。なお、ここで示す測位

サ一バの構成は、説明に必要な最低限のものであり、これに加えてュ一ザに対して

アラームを通知する機能を有していてもよい。通知の方法としては、ディスプレイを接

続しておき、ディスプレイ上にアラームを表示する、アラーム表示灯を設け、アラーム

発生時にはアラーム表示灯を点灯させる、有線 42を介して別な装置にアラーム

の通知を行ぅ、れ、ったさまざまな方法がある。

００41 端末3からの報告は無線基地局2によって中継され、通信回線を介し有線 42を経

て、位置特定部4 に通知される。

００42 位置特定部4 は、端末3から報告された内容に位置 Dが含まれているかどぅかを確

認し、位置 Dが含まれている場合には、発信機データベース ( )44を参照する。

発信機データベース44には、位置 Dと、その位置 Dを持つ赤外線発信機が設置さ

れている場所を特定する位置情報とが関連付けられて格納されている。位置特定部

4 は、端末3から報告された位置 Dを元に発信機データベース44を参照し、赤外線

発信機 の設置位置を端末3の位置として特定する。

００43 また位置特定部4 は、端末3から報告された内容に位置 Dが含まれているかどぅか

を確認し、位置 Dが含まれていない場合には、基地局データベース43を参照する。

基地局データベース43には、基地局 Dと、その基地局 Dを持つ無線基地局が設置

されている場所を特定する位置情報とが関連付けられて格納されている。位置特定

部4 は、端末3から報告された基地局 Dを元に基地局データベース43を参照し、無

線基地局2の設置位置を端末3の位置として特定する。

００44 位置特定部4 によって特定された端末3の位置は有線 2を経由して他の装置

に通知することもできるし、無線基地局2を介して端末3自身や他の端末に対して、通

知することも可能である。



００45 さらに、位置特定部4 は、故障検出部45に対して、端末3から報告された基地局 D

と、基地局データベース43、発信機データベース44のどちらを参照して端末3の位

置を特定したかについて通知する。

００46 図7は故障検出部45の構造を示す図である。

００47 故障検出部45は、測位結果解析部45 と測位結果格納部452で構成される。測位

結果格納部452 には、位置特定部4 で実行された位置特定の情報が保存 (保持) さ

れる。

００48 図8は測位結果格納部452 に格納されているェントリを示す図である。

００49 測位結果格納部452 には、基地局 D 452 に関連付けられて基地局測位回数452

れづパラメータが格納される。基地局測位回数452 は、基地局 D 452 に格納

されている基地局 Dを持つ無線基地局の位置を利用して位置特定部4 が端末の位

置を特定した回数を示すパラメータである。なお、これらのェントリは一定の間隔で全

て消去される。

００5０ 図9は測位結果解析部45 の動作を示す図である。

００5 1 位置特定部4 から測位結果を通知された測位結果解析部45 は、測位結果格納部

452を参照して(ステップ )、通知された基地局 Dを含むェントリがあるかどぅかを確

認する(ステップ )。ェントリが検出された場合、位置特定部4 が基地局データベ

ース43を参照したかどぅかを確認する(ステップ 3)。基地局データベース43を参照

していた場合、検出されたェントリに含まれている基地局測位回数をインクリメント(増

加)する(ステップ )。ェントリがない場合は、通知されたェントリを含むェントリを新

たに作成し(ステップ 4)、ステップ 3に移行する。

００52 基地局測位回数をインクリメントした後、その値が設定値を超えているかどぅかを確認、

する(ステップ )。設定値を超えていない場合、そのまま処理は終了する。設定値を

超えている場合には、アラームを表示する(ステップS 7)

００53 続いて、全ての赤外線発信機が正常に動作している場合の動作と、いくつかの赤外

線発信機が故障した場合の動作を、図面を参照しながら説明する。

００54 図 ０は、実際のシステムの動作を説明するための図である。

００55 エリア5内部には、二つの無線基地局2 と2 が設置され、各々が無線エリア6



6 を形成している。また、各々の無線エリア内部には4つずつ赤外線発信機

が設置されている。具体的には、無線エリア6 の内部には赤外線発信機 一 ユ

8 8 が設置されている。そのぅち、赤外線発信機8 と8 は故障し

ており、無線エリア6 の内部には赤外線エリア7 7 のみが形成され、無線

エリア6 の内部には赤外線発信機 ～ が設置され、赤外線エリア7

～7 が形成されている。

００56 ここで、端末3が無線エリア6 に入った場合を考える。この場合、無線エリア6

内部には赤外線エリアが4つ形成されており、この内部に存在する端末3は、多くの

場合、赤外線発信機 ～ の設置位置の位置情報を用いて位置が特定され

る。

００57 これに対して、端末3が無線エリア6 に入った場合を考える。この場合、無線エリ

ア6 内部には赤外線エリアが2つしかなく、無線エリア6 と比べると赤外線発信

機からの位置 Dを受信できない可能性は高い。この場合、端末3の位置は、無線基

地局2 の設置位置の位置情報を用いることになる。従って、測位サ一バ4の故障

検出部45内の測位結果格納部452 に、無線基地局2 の基地局 Dに関連付けて

格納されている基地局測位回数の値が大きくなり、無線基地局2 の形成する無線

エリア6 内に設置されている赤外線発信機の何れかが故障していると認識し、ア

ラーム (警報)を通知することができる。

００58 なお、赤外線発信機 の位置 (固有情報となる)を用いての端末3の位置特定は、

無線基地局2の基地局 (固有情報となる)を用いて端末3の位置特定よりも高精度

の位置特定が可能である。これは、赤外線エリアが無線エリアよりも狭いためである。

また、本実施例では、赤外線発信機 の位置 D (固有情報となる)を用いた測位処理

は無線基地局2の基地局 (固有情報となる)を用いた測位処理よりも優先順位を高

くしており、赤外線発信機 からの位置 Dを受信できない場合に、無線基地局2の基

地局 Dを用いて測位処理を行っている。

００59 第二の実施例

第一の実施例では、端末3が、故障した赤外線発信機が設置されている無線エリア6

一 にあまり入らない場合には、測位回数が少なくなってしまぅため、赤外線発信機



の故障を発見するのが困難になるとレづ課題がある。

００6０ この課題を解決する方法としては、故障検出の条件として、特定の無線エリア内で実

行された測位回数の全てと、無線基地局測位の回数との比 合 を用いる方法があ

る。

００61 本実施例の詳細について、図面を参照しながら詳細に説明する。

００62 図 、本実施例において測位結果格納部452 に格納されている情報を示す図で

ある。

００63 基地局 D 452 、基地局測位回数452 は、第一の実施例と同様であり、説明を省

略する。

００64 測位回数452Cは基地局 D 452 に格納される基地局 Dを持つ無線基地局が形成

している無線エリアの中で実行された測位の総数である。

００65 なお、第一の実施例とは異なり、測位結果格納部452に格納されるこれらの情報は

一定期間が過ぎても削除されない。

００66 図 2は、本実施例の場合の測位結果解析部45 の動作を示す図である。

００67 ステップ ～S 7までは、第一の実施例と同様であるため、ここでの詳細な説明は省

略する。

００68 ステップS 5完了後、通知された基地局 Dに関連付けられているパラメータ 測位回数

をインクリメントする(ステップ ０)。その後、基地局測位回数と測位回数との比を算

出し、算出された比が設定値を超えているかどぅか判断する(ステップ )。設定値

を超えている場合は、ステップS 7へ、超えていない場合は処理を終了する。

００69 上記構成の場合、測位回数が少ない場合には誤って故障と検出してしまぅ可能性が

ある。このよぅな場合には、測位回数があらかじめ設定された回数以上でない場合は

、故障と検出しない方法を取ればよい。

００7０ 図 3は、第二の実施例の変形例における測位結果解析部45 の動作を示す図であ

る。

００71 ステップ ～S 7は第一の実施例と同様であり、ステップS K、S は第二の実施例

と同様であるので、詳細な説明は省略する。

００72 ステップS が完了したら、パラメーダ測位回数 が設定値を超えているかどぅかを



確認する(ステップS 2)。設定値を超えている場合、ステップS に移行し、設定値

を超えていない場合、処理は終了する。

第三の実施例

第二の実施例では、端末の測位が行われるたびに測位結果解析部45 が故障検出

を行っていたが、測位結果格納部452 に格納されたデータに対して、一定間隔おき

に故障検出を〒ぅこともできる。

００73 図 4は本実施例における故障検出部45の構成を示す図である。

００74 位置特定部4 は、故障検出部45の構成要素である測位結果格納部452 に対して、

端末3から報告された基地局 D と、基地局データベース43、発信機データベース44

のどちらを参照して端末3の位置を特定したかを通知する。

００75 図 5は通知を受けた測位結果格納部452での処理の流れを示す図である。なお、

ステップS 2～S 5は図9の処理と同一であり、説明は省略する。なお、格納される情報

は図8に示される形式である。

００76 図 6は、本実施例における測位結果解析部453の処理の流れを示す図である。

００77 測位結果解析部453 は、あらかじめ設定された間隔で、本処理を実行する。

００78 測位結果解析部453 は、測位結果格納部452を参照してェントリがあるかどぅか判断

する(ステップ ０)。ェントリがなければ、処理を終了する。ェントリがある場合、確認

するェントリを特定し(ステップS 2 )、パラメーダ基地局測位回数 が設定値を越えて

いるかどぅかを判断する(ステップ 22)。設定値を越えている場合はアラームを表示し

(ステップ 23)、ェントリを削除する(ステップ 4)。設定値を越えていない場合は、ェ
ントリを削除する(ステップS 24)

００79 ステップ 4の処理が完了したら、ステップS 2０に戻る。

００8０ 本実施例においても第二の実施例と同様に、基地局測位の回数ではなく基地局測

位の回数と測位の総数との比を判断条件とすることができる。

００8 1 図 7は、第三の実施例の変形例における測位結果格納部452の処理の流れを示

す図である。なお、ステップS 2～S 5およびステップS ０の処理は、第二の実施例と

同一であり、ここでは説明を省略する。

００82 図 8は、第三の実施例の変形例における測位結果解析部453の処理の流れを示



す図である。ステップS 2０～S 24までの処理は、第三の実施例と同様であるため、詳

細な説明を省略する。

００83 ステップS 2 完了後、パラメーダ基地局測位回数 とパラメータ 測位回数 との比を

算出し、算出結果が設定値を超えているかどぅかを判断する(ステップS 3 )。設定値

を越えている場合にはステップS23 に移行し、そぅでない場合はステップ 4に移行

する。

第四の実施例

第一から第三の実施例では、無線基地局の位置を使って端末の位置を特定した回

数を用いて、赤外線発信機の故障の検出を行っていた。

００84 その他の方法としては、測位精度の平均値を用いて赤外線発信機の故障を検出す

る方法がある。

００85 赤外線発信機の位置を用いて端末の位置を特定した場合の測位精度を3 m (メート

ル)、無線基地局の位置を用いて端末の位置を特定した場合の測位精度を3０m (メ

ートル) とし、位置特定部4 は故障検出部45に対して、端末3から通知された基地局

Dと測位精度を通知する。

００86 図 9は、本実施例の場合に測位結果格納部452 に格納されている情報を示す図で

ある。図 9に示すよぅに、測位結果格納部452 には、基地局 D 452 、測位精度総

和 452 、測位回数 452C が格納されている。また、図2０は、本実施例における測

位結果解析部45 での処理の流れを示す図である。測位精度総和は、通知された

測位精度 (3 m 3０m) を加算した合計である。

００87 位置特定部4 から測位結果を通知された測位結果解析部45 は、測位結果格納部

452 を参照し(ステップS4 ) 、通知された基地局 Dと一致するェントリがあるかどぅか

を確認する(ステップ 42)。ェントリが存在している場合、通知された測位精度をパラ

メーダ測位精度総和 に加算する(ステップ 43)。ェントリが存在しない場合、通知さ

れた基地局 Dを用いてェントリを作成し(ステップS44)、ステップS43に移行する。

００88 その後、パラメーダ測位回数 をインクリメントし(ステップ 45)、パラメーダ測位精

度総和 をパラメータ 測位回数 で除算し、除算結果と設定値を比較する ステ、ソプS

46)。除算結果が設定値以上である場合はアラームを表示し(ステップ 47)、処理を



終了する。除算結果が設定値未満である場合には、そのまま処理を終了する。

００89 本実施例では、位置特定部4 からの通知が行われるたびに処理を実行したが、第

三の実施例と同様に、一定間隔で処理を〒ぅ方法を取ることもできる。

００9０ 図2 は、本変形例における測位結果格納部452 での処理の流れを示す図である。

なお、ステップS 4 2～S 4 5までの処理は図2０と同一であるため、説明を省略する。

００9 1 図2 2は、本変形例における測位結果解析部4 5 での処理の流れを示す図である。

００92 測位結果解析ｧi 4 5 は、まず測位結果格納部452 を参照してェントリがあるかどぅか

を確認する(ステップS 5 )。ェントリがない場合、処理を終了する。ェントリがある場合

、確認するェントリを特定し(ステップS52) 、パラメータ 測位精度総和 をパラメーダ
測位回数 で除算し、その結果を設定値と比較する(ステップ )

００93 除算結果が設定値以上であった場合はアラームを表示し(ステップ 4)、その後ェン

トリを削除する(ステップS55) 。除算結果が設定値未満である場合はステップS55 に

移行する。

第五の実施例

第一～四の実施例では、赤外線発信機の設置位置を利用する測位精度の高い測

位システムと、無線基地局の設置位置を利用する測位精度の低い測位システムとを

組み合わせた測位システムにおける赤外線発信機の故障検出方法について説明し

たし。

００94 これ以外の測位システムとしては、故障対策として同一の測位システムを二重ィビして

いるものがある。

００95 図2 3は、赤外線発信機の設置位置を利用する測位システムを二重ィビしている場合

の赤外線エリアの様子を示す図である。

００96 赤外線発信機 1 2はほぼ同位置に設置され、それぞれ赤外線エリア7 7

2を形成している。ただし、各々が送信している位置 Dは異なり、この場合、赤外線

発信機 1 は を、赤外線発信機 1 2は 2 を送信しているものとする。また、赤

外線発信機 1 2は位置 Dの送信頻度は同一であるが、送信タイミングは同期

していない。

００9 7 形成された赤外線エリア内に端末3が進入すると、位置 D あるいは 2 を受信す



るが、赤外線エリア7 と赤外線エリア7 2はほぼ同一で送信頻度も同一であること

から、位置 D と位置 D 2 の受信確率はほぼ等 、。

００98 図24 は、本実施例における測位サ一バ4の構成を示す図である。

００99 本実施例における測位サ一バ4は、位置特定部4 、有線 2 、発信機デ

ータベース ( ) 44 、故障検出部4 5 とで構成されている。

０1００ 位置特定部4 は、無線基地局2および有線 2 を介して端末3から位置

Dを通知されると、発信機データベース44 を参照し、通知された位置 Dを持つ発

信機の設置位置に関する位置情報を取得して、端末3の位置を特定する。

０1０1 図2 5は、本実施例における発信機データベース44 に格納されている情報を示

す図である。

０1０2 本実施例の場合、赤外線発信機は同一の場所に二つ設置されており、二つの位置

D 44 と位置 D 2 442 が、一つの設置位置情報443 に関連付けられて格納され

ている。

０1０3 位置特定部4 は、端末3の位置を特定が完了したら、故障検出部4 5 に対し

て、測位結果を通知する。本実施例の場合は、測位結果として特定した端末3の位

置情報(設置位置情報443 に相当)と、端末3から通知された位置 D を通知する。

０1０4 故障検出部4 5 の構成は、故障検出部4 5と同様であり、説明は省略する。ただし

、本実施例の場合、測位結果格納部452 に格納される情報の形式が異なる。

０1０5 図26は、本実施例において測位結果格納部452 に格納される情報を示す図である

０1０6 測位結果格納部452 には、設置位置情報452 と位置 D 452 、位置 D 回数4

52G 、位置 D 2 452 、位置 D 2回数 452 が関連付けられて格納されている。設

置位置情報452 は、位置特定部4 が端末3の位置として特定した位置情報で

あり、位置特定部4 から通知された情報である。位置 D 回数 452G 、位置 D

2回数 452 は、設置位置情報452 に関連付けられている位置 Dが何回利用され

たかを示すパラメータである。

０1０7 具体的には、図2 3の赤外線発信機 2が関連付けられている設置位置

の位置情報が 柱番号 2 れづものであり、位置 D を端末3が受信して位置が



特定されたケースが4回、位置 D 2 を端末3が受信して位置が特定されたケースが6

回であった場合、設置位置情報452 には 柱番号 2 が設定され、位置 D 452

には が、位置 D 回数452G には 4 が、位置 D 2 452 には 2 が、位置 D

2回数 452 には 6 が設定される。

０1０8 図27は、故障検出部45 の測位結果解析部45 の処理の流れを示す図である。

０1０9 位置特定部4 から測位結果を通知された測位結果解析部45 は、測位結果格

納部452 を参照する(ステップ 6 )。このとき、通知された設置位置の位置情報に関

連付けられたェントリがあるかどぅかを確認し(ステップ 62)、ェントリがある場合には

通知された位置 Dが位置 D 452 なのか位置 D 2 452 なのかを確認する(ステ

、ソプ 63)。ェントリがない場合は新たにェントリを作成する(ステップ 64)

０11０ 以下、通知された位置 Dが位置 D 452 に格納されていた値と一致した場合につ

いて説明する。位置 D 2 452 に格納されていた値と一致した場合の処理(ステップ

S65 ～S68 )は、ほぼ同様であり説明を省略する。

０111 通知された位置 Dが位置 D 452 に格納されている値と一致したことを確認したら

、位置 D 回数 452Gの値をインクリメントする(ステップS65) 。その後、位置 D 回

数 452G と位置 D 2回数 452 の値の総和を算出する(ステップS66) 。続いて、位置

D 2回数 452 との比 (位置 D 2回数 452 の値 総和)を算出して、算出された値

が設定値以下であるかどぅかを確認する(ステップS )。設定値以下である場合、位

置 D 2 452 に格納されている位置 Dを持つ赤外線発信機故障 とレづアラームを

表示し(ステップ 68)、処理を終了する。算出された値が設定値よりも大きい場合に

は処理を終了する。

０112 図28は、赤外線発信機 2が故障した場合の赤外線エリアの様子を示す図であ

る。

０113 赤外線発信機 2が故障しても、赤外線発信機 が正常に動作しているの

で、このエリアに端末3が進入してきた場合には、端末3の位置を特定することが可能

である。ただし、端末3は、赤外線発信機 が送信している位置 D のみを受

信するため、測位結果格納部452 に格納されている情報のぅち、位置 D に関連

付けられている位置 D 回数 452Gの値だけが増加していく。そのため、ステップS 6



7において算出される算出される比の値が小さくなっていき、設定値以下になったとき

に赤外線発信機 2の故障が検出される。

０114 なお本実施例では、同一の箇所に二つの発信機が設置されている場合を想定して

説明を行ったが、同一の箇所に設置される発信機は三つ以上であってもよい。その

場合は、測位結果格納部452 に保存されている情報のぅち、位置 Dと位置 D回数の

二つのパラメータの組が設置される発信機の数に一致するよぅに、内容が追加される

０115 本実施例では、位置特定部4 からの通知が行われるたびに故障を検出するた

めの処理を行ったが、一定時間ごとに処理を行ぅ方法を取ることもできる。

０116 図29は、本変形例における測位結果格納部 2での処理の流れを示す図である。な

お、ステップS62 ～S65 (S65 )までの処理は第五の実施例と同一であるため、説

明を省略する。

０117 図3０は、本変形例における測位結果解析部45 の処理の流れを示す図である。本

処理はあらかじめ設定されている一定間隔おきに実行される。

０118 測位結果解析部45 は、まず測位結果格納部452 にェントリが存在するかどぅかを

確認し(ステップS 7 )、ェントリが存在する場合には、確認すべきェントリを特定す刮
ステップ 72)。ェントリが存在しない場合、処理は終了する。

０119 ェントリが特定されたら、特定されたェントリに含まれている位置 D 回数 452G と位

置 D 2回数の総和452 を算出する(ステップS 73)。その後、位置 D 回数と総和の

比を算出して設定値 と比較する(ステップ 4)。設定値 以下の場合には 位置

D 452 に格納されている位置 Dを持つ発信機故障 れづアラームを表示し(ステ

、ソプ 75)、ェントリを削除する(ステップ 78)

０12０ 位置 D 回数と総和の比が設定値 よりも大きかった場合、設定値 2以上かどぅ

かを確認する(ステップ 6)。設定 2以上の場合、位置 D 2 452 に格納され

ている位置 Dを持つ発信機故障 れづアラームを表示し(ステップ 7)、ェントリを削

除する(ステップ 8)。設定 2未満である場合には、ステップS 78に移行する。

０ 2 ェントリの削除が完了したら、ステップS 7 に移行する。

０122 各実施例で説明した測位サ一バは、図3 に示すよぅなコンピュータで構成すること



ができる。

０123 無線基地局2からの情報 (位置 D、基地局 D等) は有線インターフェイス( )2０

を介してハードディスク等のディスク装置2０2や R 等の記憶部 ( o age po on

) に記憶される。また、この記憶部には基地局データベース4 3、発信機データベース

4 4 としての情報が記憶されている。C P 2０4 は既に説明した位置特定部、故障検

出部の機能を実現し、各機能を記述したプログラムにこではディスク装置2０2 にプロ

グラムが保存されている。 に基づいて、処理を行ぅ(特に故障検出部の機能は図9 、

図 2 、図 3 、図 5～図 8 、図2０～図2 2 、図2 7 、図2 9 、図3０を用いて既に説明さ

れている) 。言い方を変えると、本発明はコンピュータの記憶部 ( o age po on) とな

るディスク装置に記憶され、位置特定部、故障検出部の機能をコンピュータに実行さ

せるコードを備えたプログラムプロダクトとして実現される。 C (液晶ディスプレイ) 2

０5 はアラーム等を表示する表示手段となる。2０6 はデータバス等のバスである。2０3

はプログラムの演算処理に必要なデータを保存するメモりである。
。

０124 なお、上記プログラムは (フロッヒィディス力、C O 、フラッシュメモり

等の半導体メモり等のコンピュータ読み取り可能な情報記録媒体に記録することがで

きる。そして、 C O 等に記録されたプログラムを上記コンピューターのディ

スク装置2０2等の記憶部に読み込み、処理を実行することで、測位サ一バとして機

能させることができる。また、本発明はプログラム自体にも及び、通信回線を通してプ

ログラムを測位サ一バとして機能するコンピュータにダウンロードする場合には、プロ

グラムを送信したり、受信したりする行為にも本発明の権利が及ぶものである。位置

、専用 Cを用いてハードウェアで実現することもできる。

０125 以上、本発明の代表的な実施形態及び実施例について説明したが、本発明はそ

の精神または主張な特徴から逸脱することなく、他の種々の形で実施することができ

る。そのため、前述した各実施形態は単なる例示にすぎず、限定的に解釈されるべ

きではない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、明細書や

要約書の記載には拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形

や変更はすべて本発明の範囲内のものである。



産業上の木り用可肯旨，生

本発明は、複数の測位システムを設けて端末の位置特定を〒う端末位置特定シス

テムに用いられ、特にR Dや赤外線などを発信する基準点を用いた測位システムを

用いて端末位置決定を〒う装置に適用される。



請求の範囲

複数の測位システムを備え、該複数の測位システムのうちの少なくとも一つを利用し

て端末の位置を特定する端末位置特定方法であって、

前記複数の測位システムの内の一又は複数の第一の測位システムの利用状況を、

故障検出部により監視することで、前記第一又は複数の測位システム以外の少なくと

も一つの第二の測位システムの故障を検出する端末位置特定方法。

2 前記複数の測位システムは測位処理の優先順位が決められ、前記第二の測位シス

テムは前記第一の測位システムよりも狽 ィ立処理の優先順位が高いことを特徴とする

請求項 に記載の端末位置特定方法。

3 前記第二の測位システムは前記第一の測位システムよりも高精度の測位を行える測

位システムであることを特徴とする請求項 に記載の端末位置特定方法。

4 前記故障の検出は、前記第一の測位システムの、特定のェリアにおいて一定期間内

で測位される測位回数を監視し、該測位回数が所定の回数を超える場合に、該ェリ

アで前記第二の測位システムが故障のため利用できなくなっていると判断することで

行われることを特徴とする請求項 に記載の端末位置特定方法。

5 前記故障の検出は、特定のェリアにおける測位回数を監視し、且つ該ェリアにおい
て前記第一の測位システムにより測位される測位回数を監視し、前記特定のェリアに

おける前記測位回数に対する、前記第一の測位システムにより測位される測位回数

の割合が所定の値を超える場合に、該ェリアで前記第二の測位システムが故障のた

め利用できなくなっていると判断することで行われることを特徴とする請求項 に記載

の端末位置特定方法。

6 前記故障の検出は、特定のェリアにおける測位精度の平均値を算出し、

該平均値が所定の値を超える場合に、前記第二の測位システムが故障のため利用

できなくなっていると判断することで行われることを特徴とする請求項 に記載の端末

位置特定方法。

7 前記故障検出部により、前記ェリアで前記第二の測位システムが故障のため利用で

きなくなっていると判断された場合に、前記故障検出部は、前記ェリアを故障が発生

している範囲として特定することを特徴とする請求項4に記載の端末位置特定方法。



8 前記故障検出部により、前記エリアで前記第二の測位システムが故障のため利用で

きなくなっていると判断された場合に、前記故障検出部は、前記エリアを故障が発生

している範囲として特定することを特徴とする請求項5に記載の端末位置特定方法。

9 前記故障検出部により、前記エリアで前記第二の測位システムが故障のため利用で

きなくなっていると判断された場合に、前記故障検出部は、前記エリアを故障が発生

している範囲として特定することを特徴とする請求項6に記載の端末位置特定方法。

０ 前記第一の測位システムと前記第二の測位システムとは、異なる測位原理を利用す

る測位システムであることを特徴とする請求項 に記載の端末位置特定方法。

前記第二の測位システムは、赤外線又は電波により固有の情報を送信する発信機の

地理的な位置を用いて前記端末の位置を特定する測位システムであること、を特徴

とする請求項 に記載の端末位置特定方法。

2 前記第一の測位システムは、無線ネットワークにおける無線基地局の地理的位置を

用いて前記端末の位置を特定する測位システムであることを特徴とする請求項 に記

載の端末位置特定方法。

3 前記故障の検出は、前記端末の位置が検出されるごとに実行されることを特徴とする

請求項 に記載の端末位置特定方法。

4 前記故障検出部は、前記端末の位置特定の結果を保持する測位結果格納部を有し

前記故障検出部は、該測位結果格納部を参照しながら、あらかじめ定められた一定

間隔ごとに故障の検出を実行すること、を特徴とする請求項 に記載の端末位置特

定方法。

5 前記第一の測位システムと前記第二の測位システムとは、同一の測位原理を利用す

る測位システムであることを特徴とする請求項 に記載の端末位置特定方法。

6 複数の測位システムを備え、該複数の測位システムのぅちの少なくとも一つを利用し

て端末の位置を特定する端末位置特定システムであって、

前記複数の測位システムの内の一又は複数の第一の測位システムの利用状況を、

故障検出部により監視することで、前記第一又は複数の測位システム以外の少なくと

も一つの第二の測位システムの故障を検出する端末位置特定システム。



7 前記複数の測位システムは測位処理の優先順位が決められ、前記第二の測位シス

テムは前記第一の測位システムよりも測位処理の優先順位が高いことを特徴とする

請求項 6に記載の端末位置特定システム。

8 前記第二の測位システムは前記第一の測位システムよりも高精度の測位を行える測

位システムであることを特徴とする請求項 6に記載の端末位置特定システム。

9 前記第一の測位システムと前記第二の測位システムとは、異なる測位原理を利用す

る測位システムであることを特徴とする請求項 6に記載の端末位置特定システム。

2０ 前記第二の測位システムは、赤外線又は電波により固有の情報を送信する発信機の

地理的な位置を用いて前記端末の位置を特定する測位システムであること、を特徴

とする請求項 6に記載の端末位置特定システム。

2 前記第一の測位システムは、無線ネットワークにおける無線基地局の地理的位置を

用いて前記端末の位置を特定する測位システムであることを特徴とする請求項 6に

記載の端末位置特定システム。

22 前記故障検出部は、前記端末の位置特定の結果を保持する測位結果格納部と、該

位置特定の結果を解析して、前記少なくとも一つの第二の測位システムの故障を検

出する測位結果解析部とを有し、

前記測位結果解析部は前記測位結果格納部を参照しながら、あらかじめ既定された

一定間隔ごとに故障の検出を実行すること、を特徴とする請求項 6に記載の端末位

置特定システム。

23 前記第一の測位システムと前記第二の測位システムとは、同一の測位原理を利用す

る測位システムであることを特徴とする請求項 6に記載の端末位置特定システム。

24 端末の位置特定のための第一の情報と前記端末から受信した前記端末の位置特定

のための第二の情報とを送信する基地局と通信回線を介して接続され、前記第一及

び第二の情報の少なくとも一方を利用して前記端末の位置を特定する測位サ一バで

あって、

前記第一又は第二の情報を利用し、記憶部に記憶された前記第一又は第二の情報

と前記端末の位置とを関連づけたデータを参照して、前記端末の位置を特定する位

置特定部と、前記第一の情報を利用した前記端末の位置特定を監視することで、前



記端末に対して前記第二の情報を発信する発信機の故障を検出する故障検出部と

を備えた測位サ一バ。

25 端末の位置特定のための第一の情報と前記端末から受信した前記端末の位置特定

のための第二の情報とを送信する基地局と通信回線を介して接続され、前記第一及

び第二の情報の少なくとも一方を利用して前記端末の位置を特定する測位サ一バ

用のコンピュータに用いられるプログラムであって、

前記第一又は第二の情報を利用し、記憶部に記憶された前記第一又は第二の情報

と前記端末の位置とを関連づけたデータを参照して、前記端末の位置を特定する位

置特定機能、及び前記第一の情報を利用した前記端末の位置特定を監視すること

で、前記端末に対して前記第二の情報を発信する発信機の故障を検出する故障検

出機能を、前記コンピュータに実行させるためのプログラム。
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