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個人向け屋内外シームレス測位に向けた Wi-Fi を使用した屋
内測位技術の屋外への適用検討
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概要：近年，スマートフォンの普及により位置情報を用いたサービスが急速に拡大しており，屋外のみな
らず商業施設など屋内でのサービスも開始している．屋外における測位技術としては主に GPS が用いら
れており，屋内における測位技術としては無線 LAN（Wi-Fi）や IMES など多岐にわたっている．そのよ
うな中で，屋内外シームレス測位の研究開発が行われており，屋内外を意識することなく測位できる時代
が近づきつつある．屋内外シームレス測位の課題として，屋内と屋外の使用技術の違いによる切り替えの
難しさがあげられる．同じ技術である GPS と IMES を使った方式が注目されているが，IMES は新たに
多くの送信機を設置しなければならないなど導入に時間がかかってしまう．そこで，通信インフラとして
発展している Wi-Fi を使って屋内外のシームレス測位を実現できないかと考えた．屋外での Wi-Fi 測位は
Google や Apple などすでに行われているが，プライバシーの問題などから自身の情報を提供したくない
というユーザは少なくない．そこで，個人の端末に閉じた屋内外シームレス測位を考える．その際に問題
となるのが，端末で処理できる測位エンジンや学習データの収集の仕方，さらには学習データの量と精度
の関係などである．今回我々は，個人向け屋内外シームレス測位として Wi-Fi を用いた屋内測位技術の 1
つであるヒストグラム法の屋内在圏検知技術を屋内だけでなく屋外にも適用し，学習ファイルの自動作成
方法を提案した．さらに実証実験により精度の評価を行い，そこから得た知見と今後の課題を報告する．
キーワード：屋内外シームレス測位，Wi-Fi，GPS，学習データ，名寄せ

Study of Application of Indoor Positioning Technology Using Wi-Fi
into Outdoor toward Indoor/Outdoor Seamless Positioning for
Individual Users
Yuichi Hanada1,a)

Kazuo Hida1

Shinichiro Mori1

Received: December 21, 2014, Accepted: May 21, 2015

Abstract: In recent years, services that use positional information have spread widely and quickly thanks
to the popularity of smart-phones. Service for both outdoors and indoors, like those for commercial complexes have been started. As the outdoor positioning technology, known as GPS, is mainly used. The indoor
positioning technology ranges from Wi-Fi to IMES. Among these, an Indoor/Outdoor Seamless Positioning
System is being studied and developed. An era in which positioning is possible without regard to one being
indoors or outdoors is fast approaching. One of the issues of indoor/outdoor seamless positioning is the diﬃculty of switching because of the diﬀerent technologies used either indoors or outdoors. A method that uses
GPS and IMES are the same technology has been attracting attention. However IMES would take time to
introduce due to be established a number of new transmitters. Therefore, the authors considered actualizing
indoor/outdoor seamless positioning by using Wi-Fi which is established as a communication infrastructure.
Outdoor Wi-Fi positioning has already developed by Google and Apple. However a lot of users don’t want to
provide their own information from privacy issue. Therefore, the authors considered indoor/outdoor seamless
positioning limited to individual terminal. In such a case, there are some issues to be overcome. They include
which engine can process on the terminal, how to collect learning data, and determining the relationship of
both amounts of learning data and its precision. We proposed to apply room-level localization technology
of histogram method is one of the indoor positioning technology using Wi-Fi into outdoors as well indoors
as indoor/outdoor seamless positioning for individual users and automatic generation method of learning
ﬁle. This paper veriﬁes the precision rate by evaluation, and reports on the results of evaluations and future
issues.
Keywords: Indoor/Outdoor Seamless Positioning, Wi-Fi, GPS, learning data, aggregation of names

c 2015 Information Processing Society of Japan


132

情報処理学会論文誌

コンシューマ・デバイス & システム

Vol.5 No.4 132–143 (Oct. 2015)

1. はじめに

れる．
その中でも近年 GPS と同様にスマートフォンなどのモ

近年，スマートフォンの普及により位置情報を用いた

バイル端末に必須の機能となってきている Wi-Fi を使っ

サービス（LBS：Location Based Service）が急速に拡大し

た屋内測位が注目されている．Wi-Fi はもともと通信用に

ている．たとえば，人の位置を車両に伝えてドライバーに

オフィスや学校などに設置されており，また近年では通

注意喚起を促す安全サービスや目的地まで人を案内するナ

信キャリア [8], [9], [10] のみならず大手コンビニエンスス

ビゲーション，人の歩行履歴に基づくサービスの提供など

トア [11], [12], [13] が公衆無線 LAN サービスとして各所

様々なサービスが検討されている．

に Wi-Fi のアクセスポイント（AP：Access Point）を設

これまでは GPS（Global Positioning System）を用いた

置している．さらには，2020 年東京オリンピック・パラ

屋外でのサービスが主流であったが，最近では屋外のみな

リンピックに向けて総務省主体で公衆無線 LAN の整備促

らず商業施設や駅構内など屋内でのサービスも検討されて

進 [14] に取り組み始めている．そのため，現在また将来

いる．たとえば，商業施設でのユーザの行動を把握し，そ

にかけて Wi-Fi の電波を観測できないところが少なくな

れに合わせて最適な情報を通知したり，来店・購買を促し

り，どこでも Wi-Fi での屋内測位が可能となってきてい

たりするサービスが考えられる．もちろん，屋内でできな

る．その Wi-Fi を使った測位には主に 2 つの手法がある．

かったナビゲーションなども利用可能になる．

1 つは 3 点測量を用いて位置を算出する方法で，あらかじ

これらのサービスは，ナビのようにユーザが現在位置を

め Wi-Fi の AP の位置を把握しておき，受信された電波の

知りたいときなど利用時のみ測位ができればよいものと，

強度（RSSI：Received Signal Strength Indicator），もし

歩行履歴のようにユーザが端末を利用していなくても常時

くは，時間（TOF：Time of Flight）から位置を算出する．

測位を必要とするものに分類することができる．また，位

もう 1 つは Fingerprint という手法 [2] で，あらかじめ測

置情報には緯度経度のようにある一地点を示すものと，あ

位する領域内でグリッドを作成し，グリッドごとに RSSI

る場所（エリア）を示すものとがあり，これらによってサー

を測定してデータベース化し，観測された RSSI がどのグ

ビスの形態も様々である．エリアの測位としては，最初か

リッドに近いかを推定する手法である（図 1）
．Wi-Fi 測位

らどのエリアにいるかを推定するものと，仮想的なフェン

はすでに設置されてある Wi-Fi の AP を利用することがで

スを点情報が越えたかどうかを判定するジオフェンシング

き，ほとんどのスマートフォンに受信機が搭載されている

というものがある．

ことから，導入が非常に安易である．しかし，3 点測量で

屋外での測位技術としては GPS が主に用いられている．

はすべての AP の位置を把握しておかなければならず，メ

これは地球を周回している数十基の GPS 衛星の中から数

ンテナンスが非常に困難である．また，Fingerprint ではす

基の衛星の信号を受信して，受信した端末が自身の現在位

べてのポイントを学習するのに時間がかかってしまうなど

置を知るシステムである．現在の測位精度としては数十 m

の課題がある．

といわれているが，準天頂衛星 [1] に代表されるように国

IMES は屋内 GPS とも呼ばれ，GPS と同じ周波数帯と

内外においてさらなる精度の向上が期待される．近年では

変調方式を採用しており，天井などに設置された送信機か

スマートフォンなどのモバイル端末には必須の機能となっ

ら緯度経度やフロア情報などの信号を送信して位置を通知

ており，様々なサービスに利用されている．たとえば，経

する．GPS との屋内外シームレスの利用 [4], [5] も検討さ

路案内ナビゲーションやライフログなどの移動軌跡を記録

れており，IMES コンソーシアム [3] では IMES を屋内測

するサービス，モバイル端末で撮影した写真に位置情報を

位の世界標準として普及させることを目指している．音波

付加しどこで撮影したかが分かる機能や，Foursquare など

による測位 [6] は，音波発生装置から ID を含んだ音波を発

の SNS で利用されている．しかし，GPS は衛星の信号を
利用しているため，屋内や地下など衛星の信号が届かない
場所では利用することができない．
そこで近年では屋内での測位に関する研究が数多く行
われており，商業施設における大規模な実証実験なども
行われ始めている．その屋内測位の技術方式は多岐にわ
たり，無線 LAN（Wi-Fi）[2] や IMES（Indoor MEssaging

System）[3], [4], [5]，音波 [6] や可視光通信 [7] などがあげら
1
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図 1

Fingerprint 方式の Wi-Fi 測位

Fig. 1 Wi-Fi positioning of ﬁngerprint method.
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生させ，その音波をマイクで受信し ID から位置情報に変

る．そこで我々はこのヒストグラム法の屋内在圏検知技術

換する手法である．可視光通信による方式 [7] は，信号制

を屋外の測位にも適用することを提案する．さらにデータ

御装置を搭載した照明器具から光に ID を乗せ，それを受

の収集においては，GPS データと Wi-Fi データを同時に

信した端末が位置情報に変換する手法である．さらには，

観測し紐付けを行い，エリア名とエリアサイズを名寄せに

Bluetooth や NFC（Near Field Communication），UWB

よって自動的に決定し，各自で学習ファイルを自動作成す

（Ultra Wide Band）といった近距離無線通信による測位も

る方法を提案する．この方法では普段利用している場所で

検討されている．特に Apple 社の iBeacon [15] が注目され

しか位置推定を行うことができないが，たとえば通勤中の

ており，BLE（Bluetooth Low Energy）が発するビーコン

現在位置から駅までの距離を算出して電車乗り遅れ防止通

を端末が検出したらそのビーコンの周辺にいるということ

知を行ったり，よく利用しているお店に来たことを検出し

を通知してくれる機能である．これらの技術に関しては，

たら自動的に専用アプリを起動したりするなど日々の生活

送信機を新たに設置しなければならないことや，受信側の

をサポートしてくれるサービスを提供することができるか

端末もそれらに合わせなければならないなど，導入には時

もしれない．通勤や通学などは 1 週間のうち 5 日間はほぼ

間がかかる．

同じ場所を移動することからデータの収集がしやすく，個

これら屋内の測位技術が充実してきたことにより，ユー

人向けとして利用しやすいと考えられる．そしてこの学習

ザが屋内外を意識することなく位置情報サービスを利用す

ファイル自動作成における屋内在圏検知技術が屋外で利用

ることができる屋内外シームレス測位の研究・開発 [16] が

可能かどうか，実証実験により検討を行った．

注目されている．これは屋外では GPS を使用し，屋内では

本稿では，2 章で従来技術とその課題，3 章で提案手法，

それぞれ独自の屋内測位技術を使用する．しかし，Wi-Fi

4 章で実証実験，5 章で考察を述べ，最後に 6 章でまとめ

や音波など GPS とは異なる測位技術を利用するケースに

とする．

おいては，屋内に入った・屋外に出たという判断をし，使
用する技術を切り替える必要があり，屋内・外に移動して

2. 従来技術

もしばらくは切り替わらないなどの課題がある．IMES は

屋外での Wi-Fi を使った測位技術としては，Apple の位

GPS と同じ技術を使用しているため切り替える必要はな

置情報サービス [17] や Google の「Google Location Ser-

いが，前述したように送信機の設置や受信機の対応など早

vice」[18]，また日本企業では Koozyt の PlaceEngine [19]

期の導入は難しいと考えられる．

があげられる．ユーザは自身の位置を知りたい場合，まず

そこで我々は設置の手間を省ける Wi-Fi に注目し，屋

Wi-Fi のスキャンを行い，自身の周辺で見える AP を探す．

内・屋外ともに Wi-Fi で測位することにより切り替えが不

その AP の SSID（Service Set IDentiﬁer）や MAC アドレ

要な屋内外シームレス測位の実現を目指す．これまでも屋

ス，RSSI などの情報をクラウドへ送信する．そして，デー

外における Wi-Fi 測位は行われてきており，代表的なのが

タベースから AP の位置を検索し，3 点測量の方式を使っ

Apple [17] や Google [18]，Koozyt [19] である．屋外では屋

て端末から AP までの距離を計算して位置を算出する．

内よりも範囲が広大なため大量のデータが必要である．こ

このサービスで重要なのはクラウド上にあるデータベー

れらのサービスでは多数のユーザからそれら情報を入手

スである．このデータベースには大量の AP の位置情報が

しているが，プライバシーの問題などから自身の情報を提

登録されており，サービスの利用者から収集されている．

供したくないユーザも少なくない．そのため，これまで個

特に PlaceEngine では得られた位置情報が間違っていた

人でデータを収集し，個人で測位をするようなシステム・

り，位置情報が得られなかったりした場合，もし正しい位

サービスはなかったといえる．そこで我々はこのような個

置を知っていればそれをフィードバックすることで，より

人向けの屋内外シームレス測位に注目した．この個人向け

精度があがるようになっている．

の屋内外シームレス測位を実現するうえではいくつかの課

これらのサービスではプライバシーの問題がよく話題

題が考えられる．まず個人では前述したように大量のデー

となっており，Apple や Google の場合は端末（iPhone や

タを収集するのは不可能なため，少ない情報でいかにやる

Android 端末）上で必ず利用者の同意を得るようにしてい

か，またそれにはどんなエンジンを使用すればよいのかが

る．PlaceEngine の場合もソフトをインストールする際に

課題である．次にそれらのデータの収集方法，さらに精度

利用規約に同意することが義務付けられている．しかし，

の問題が考えられる．

情報を提供したくはないが位置は知りたいというユーザは

我々はこれまで屋内における Wi-Fi を使った屋内在圏検

多いと考えられ，これまで個人でデータを収集し，個人で

知というどのエリアにいるかを推定する技術 [20], [21], [22]

位置情報を得るといったサービスはなかった．そこで個人

の研究・開発を行ってきた．この技術には 3 つの方式があ

向けの測位サービスを考えた場合，前述のサービスとは異

り，文献 [22] において，ヒストグラム法が処理量，精度に

なり大量のデータを収集するのは不可能なため，いかに少

おいて最もバランスがよい方式であることが示されてい

ないデータで測位を実現するかが課題となる．以下に考え
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我々はこの屋内在圏検知技術においてこれまで 3 つの方

られる課題を示す．

• 測位エンジンはどうするか

式を提案してきた．最近傍法，パターン認識法 [20]，ヒス

• データをどのように収集（学習）するか

トグラム法 [21] である．最近傍法は，観測された RSSI が

• 精度はどれくらい保障されるか

どのエリアに属している RSSI に最も近いかを探し出すこ

3. 提案手法
本章では 2 章で述べた課題を解決する手法を述べる．

とでエリアを判定する方式（図 3 (c)）である．パターン認
識法はサポートベクトルマシンという認識手法を利用した
方式で，エリア A とエリア B の間に境界線を引くことに
よってエリアを特定する方式（図 3 (a)）である．最後に，

3.1 屋内在圏検知技術

ヒストグラム法は AP ごとに RSSI のヒストグラムを作成

まずは測位エンジンについて述べる．本論では，プライ

し尤度を計算してエリアを特定する方式（図 3 (b)）であ

バシーの観点から個人の端末に閉じたサービスを想定して

る．文献 [22] では，エリア検知性能，マシン要求性能，学

いるため，以下の 2 つの条件が考えられる．

習データ収集時間の観点で評価が行われた．その結果，最

1 つ目は AP の位置を知る必要がないことである．2 章で

近傍法は処理がとても軽いかわりに精度が低く，パターン

述べた従来技術では，データベースに AP の位置情報が登

認識法は精度が高いかわりに計算が大変で処理が重いとい

録されており，この情報を使って位置を算出している．し

うことが分かった．その中で，ヒストグラム法は精度も比

たがって，そのようなデータベースのない個人向けのサー

較的高く処理も軽いバランスのよい方式であることが明ら

ビスでは AP の位置を知らなくても測位が可能なエンジン

かにされた．
ここで簡単にヒストグラム法の説明を行う．図 3 (b) は

が必要である．

2 つ目は処理が軽いことである．従来技術ではスキャン

会議室と事務所で得られた AP1 と AP2 の RSSI の分布を

した AP 情報をクラウドへ送信し，クラウド上で位置を計

示した学習データである．赤が会議室において取得した

算するため，端末の処理能力に関しては考慮する必要がな

RSSI の分布で，青が事務所において取得した RSSI の分

かった．しかし，今回の個人向けのサービスでは端末自身

布である．各軸には RSSI の強さごと（たとえば 5 dBm 間

で位置算出を行うため，できるだけ処理の軽いエンジンが

隔）の度数を示している．たとえば，未知の場所で図 3 (b)

必要であると考える．

中央の S（緑）の RSSI を観測した場合，以下の順で，各

我々はこれまでに Wi-Fi を使用した屋内在圏検知という

エリアにおける尤度を計算する．

屋内測位技術の研究開発を行ってきた．屋内在圏検知とは

1.

学習済みの観測 AP による尤度を算出する．

あらかじめ複数のエリアを定義し，各エリア内で観測され

2.

学習済みの未観測 AP による尤度を算出する．

る Wi-Fi の RSSI を学習することで，どのエリアにいるかを

3.

未学習の観測 AP による尤度を算出する．

推定する技術である．たとえば，図 2 において，会議室と

4.

1，2，3 の積でエリアの尤度を算出する．

事務所をエリアと定義する．使用する AP は AP1 と AP2

ここでは，2 と 3 の計算は行わないが，下記の計算で場所

だが，それらの位置を知る必要はない．仮に会議室に AP1

の判定が行われる．

が，事務所に AP2 が設置されているとすると，会議室では

AP1 の RSSI が強く見え，AP2 の RSSI は弱く見える．逆
に，事務所では，AP2 の RSSI が強く見え，AP1 の RSSI は
弱く見える．この RSSI の違いを使って場所を特定する．

P(会議室 |S) = p1 · p4 = 3/16 · 2/16 = 0.023
P(事務所 |S) = p2 · p3 = 2/17 · 5/17 = 0.035
P(事務所 |S) > P(会議室 |S) となるので，この場合は，事
務所と判定される．

Wi-Fi を使った測位の精度（屋内在圏検知の場合はエリ
ア検知性能）は事前に収集する学習データの量が関係して
いる．つまり，エリア内で事前に収集しているサンプル数
が少ないと正解率は低く，多くなるにしたがって正解率は
高くなる．ヒストグラム法の屋内在圏検知ではエリアとエ
リアを区別するためには十分な度数分布が生成されている
必要がある．文献 [22] では，十分な度数分布が生成される
サンプル数を実験的に求めた結果，1 m2 あたり 6 サンプル
でよいことが分かった．図 4 は上記の結果を 100%とし，
図 2

屋内在圏検知のイメージと RSSI の観測例

Fig. 2 Image of room-level localization and example of
observed RSSIs.
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その量を変化させたときの正解率の変化を示している．こ
の結果からパターン認識法は 50%から正解率が急激に落ち
ている．ヒストグラム法では，40%弱以下であればパター
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屋内在圏検知技術における 3 つの方式例

Fig. 3 Room-level localization using each method.

図 4

学習データ量と正解率の関係

Fig. 4 Relationship of amount of learning data and accuracy
rate.

ン認識法よりも精度がよく，学習データ量が約 25%のとこ
ろまでは一定になっていることから，実験的に求めたサン
プル数よりも約 1/4 のサンプル数で良いことが分かった．
以上から，屋内在圏検知技術のヒストグラム法を測位エ
ンジンとして適用することとした．

3.2 学習ファイル作成方法

図 5 屋内外シームレス測位のフローチャート

次に本節では学習ファイルの作成方法について述べる．

Fig. 5 Flowchart of indoor/outdoor seamless positioning.

学習ファイルは，収集した学習データから位置情報を推定
するためにモデル化したファイルのことで，使用する AP

習データを収集する方法とした．そして最終的に Wi-Fi の

やエリア名，学習した RSSI などが登録されている．この

みでの測位を実現する．図 5 に学習データを収集する仕

学習ファイルの作成には学習データの収集とエリアサイ

組みを含めた屋内外シームレス測位のフローチャートを示

ズ，エリア名の決め方が含まれる．

す．以下に，フローチャートの説明を行う．

3.2.1 学習データ収集

1.

まず屋内外にかかわらず，Wi-Fi のスキャンを行う．

まずは学習データの収集である．屋内在圏検知では管理

2.

そのスキャン結果から屋内測位を行う．

者がエリアを定義し，エリア内の Wi-Fi 情報を収集し学習

3.

屋内であれば結果を通知する．

ファイルを作成する．しかし，屋外は範囲が広く手動で作

4.

屋内でない，もしくは屋内でも学習データがない場所

成することは困難である．そこで我々は，データの収集を

の場合，同じスキャン結果から屋外測位を行う．

手動でするのではなく，はじめは GPS を利用し，その GPS

5.

結果が算出されれば，結果を通知する．

の位置情報と Wi-Fi 情報を紐付けることによって自動で学

6.

屋外でも学習データがなく場所の特定ができない場所
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であれば，GPS を起動し位置情報（緯度経度）を取得
する．

7.

その位置情報をエリア名として Wi-Fi データと紐付け
て学習データとする．

8.

タイムアウトにより位置情報を取得できなかった場
合は，学習データは生成されず，Wi-Fi のスキャンに
戻る．

3.2.2 名寄せによるエリアサイズ，エリア名
屋内在圏検知では管理者が測位するエリア名とエリアの
広さ（サイズ）を定義していた．エリア名はたとえば 3.1
節のような “事務所” や “会議室” などの名称となる．同じ
ような名称が複数ある場合は “第一会議室” や “第二会議
室”，さらに階層を表現する場合は，“2 階会議室” や “3 階

図 6

名寄せによるエリアサイズとエリア名の生成

Fig. 6 Generation of area size and area name by aggregation
of names.

会議室” とし，重複のないエリア名が定義される．屋外で
も同様にエリア名と広さを定義する必要があるが，その

各サンプルが取得された位置を示している．しかし，この

広大な面積から手動で行うのは不可能である．したがっ

ままではどのエリアで取得されたサンプルか分からず，学

て，自動でサイズと名前を決める方法が必要となる．今回

習ファイルを作成することができない．そこで，n = 4，

は GPS の位置情報である緯度経度を名寄せすることでエ

r = 1 として名寄せを行うことで，図 6 下のような縦 11 m，

リアサイズと重複のないエリア名を決める．名寄せは緯度

横 9 m のエリアが作成され，6 つのサンプルを 2 つのエリ

経度の末尾を下記アルゴリズムにしたがって丸めること

アに振り分けることができる．このように名寄せによって

で行う．n は名寄せを行う小数点の位を示す値で，r は切

緯度経度情報をエリア名とすることで，自動的にエリアサ

り上げ・切り捨てを行う範囲を示す値である．たとえば，

イズとエリア名を生成することができる．

n = 4，r = 1 の場合は通常の四捨五入と同じで，0.01〜0.49

結果を利用者に通知する方法として主に地図が用いられ

は切り捨て，0.50〜0.99 は切り上げとなる．n = 4，r = 3

るが，屋内と屋外では形式が異なる．屋外のエリア名はも

の場合は，0.01〜1.49 は切り捨て，1.50〜2.99 は切り上げ，

とが緯度経度のため地図上に表示は可能だが，屋内のエリ

3.01〜4.49 は切り捨て，4.50〜5.99 は切り上げといったよ

ア名は表示ができない．したがって事前にエリア名と緯度

うに r の倍数ごとに切り上げ，切り捨てが行われる．

経度の対応表を作成しておくなどして同じ地図上に屋内と
屋外の結果を表示できるようにする必要がある．

3.2.3 エリア統合によるサンプル確保
ヒストグラム法では度数分布が生成されている必要があ
り，歯抜けがあると精度に影響が出てしまう．文献 [22] で
はエリアとエリアを区別するための特徴量を得るために
は，1 m2 あたり最大 6 サンプル必要で，実際はその 1/4 の
サンプル数が必要であることを述べているが，たとえば，
図 6 の縦 11 m，横 9 m のエリアサイズの場合，約 150 サ
ンプル必要となる．しかし，屋外の場合一度に収集するの
は不可能であり，歯抜けのない度数分布を生成することは
困難である．
そこで，サンプル数が少ないエリア同士を統合し拡大す
ることで歯抜けのない度数分布を生成する．しかし，エリ
エリアサイズは名寄せアルゴリズムのパラメータ n，r か

が必要となり，結局は歯抜けのない度数分布を生成できな

ら次式で求まる．
縦：y [m] = 111,000/10n ∗ r

(1)

横：x [m] = 90,000/10n ∗ r

(2)

n = 4，r = 1 の場合は縦 11.1 m，横 9 m となり，n = 4，
r = 3 の場合は縦 33.3 m，横 27 m となる．
たとえば図 6 上の A から F の 6 つの点は学習データの
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アが大きくなることでそれにともなって大量のサンプル
い可能性がある．そこで我々は屋内と屋外の違いに注目し
た．それは屋内のような観測地点から AP までの距離が近
いような場所では，RSSI の変化が大きいためエリアを区
別するには文献 [22] で述べられた量のサンプル数が必要だ
と考えられるが，屋外のような観測地点から AP までの距
離が遠いような場所では，RSSI の変化が小さいためエリ
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隣接する 2 つのエリアのサンプルの相関度数分布

Fig. 7 Frequency of coeﬃcient of correlation values.

アを区別するにはそれほど多くのサンプルを必要としなく
てもエリアの特徴をとらえることができるのではないかと
考えた．
そこで，縦 11 m，横 9 m の 9 倍の縦 33 m，横 27 m のサ
イズにおいて通常であれば 1,350 サンプル必要だが，150
サンプル程度でエリアとエリアを区別するための特徴が得
られるかどうか検証した．2 つの隣り合うエリアで収集さ

図 8 実験コース

れた学習データが似ているか（区別できない）
，似ていない

Fig. 8 Experimental course.

か（区別できる）どうかを判別するために，サンプルごと
の相関をとり，相関度数分布を作成した．その結果を図 7

いと考えられるため，今回は富士通川崎工場周辺の道路に

に示す．横軸は相関係数値で 0 に近いほど似ていない，1

おいて実験を行った．コースは出勤を想定した地点 A（富

に近いほど似ているという意味である．−1 は負の相関を

士通川崎工場裏門）から地点 B（富士通研究所ロビー前）

意味しているため，0 と同様に似ていない．縦軸は度数を

までの約 1 km を歩行した（図 8）
．学習データの収集を出

表しており，得られた相関係数値の数を表している．この

勤（地点 A から B）と帰宅（地点 B から A）と想定し，10

結果から相関係数値が 0 に近いサンプルが多いことが分か

日間で 20 回分のデータを取得した．また，評価用データ

り，このエリアサイズにおいて 150 サンプルでも区別でき

として 1 往復分のデータを取得した．

る特徴が得られることが分かった．
以上から小さいサイズのエリアで学習データがたまるま

エリアサイズは下記の 4 つとし，それぞれのエリアサイ
ズで学習ファイルを作成した．

では，その周辺のエリアと統合することによってサンプル

• エリアサイズ 1：縦約 11 m，横約 9 m（n = 5，r = 1）

数を確保することで，エリアの特徴をとらえ，誤判定を少

• エリアサイズ 2：縦約 33 m，横約 27 m（n = 5，r = 3）

なくできるのではないかと考えた．

• エリアサイズ 3：縦約 55 m，横約 45 m（n = 5，r = 5）

4. 実験
上記提案において，屋内測位技術を屋外に適用しても，

• エリアサイズ 4：縦約 110 m，横約 90 m（n = 5，r = 10
もしくは n = 4，r = 1）
たとえば，位置情報 (35.582653, 139.642412) が得られた

屋内と屋外とでは人（観測地点）と AP までの距離が大き

ら各エリアサイズでは以下に示すエリア名となる．同じ位

く異なり，RSSI の変化量が大きく異なるため，実際に屋外

置情報でもエリア名は異なる．

において屋内在圏検知技術が利用可能かどうか分からない．

• エリアサイズ 1：エリア名 (35.5827, 139.6424)

そこで，実際に屋外において GPS と Wi-Fi 情報を収集

• エリアサイズ 2：エリア名 (35.5826, 139.6423)

し，学習データ量（エリア数やサンプル数），エリアサイ

• エリアサイズ 3：エリア名 (35.5825, 139.6425)

ズ，正解率の関係を明らかにするために，実験を行った．

• エリアサイズ 4：エリア名 (35.583, 139.642)

4.1 実験環境
屋外は住宅地や都心部など様々な環境があるが，屋内と
屋外の環境の違いに比べたら RSSI が変化する影響は小さ
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4.2 実験結果
4.2.1 学習データ
図 9 は学習ファイルのエリア数と AP 数の推移である．
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図 9 エリア数と AP 数の推移

Fig. 9 Transition of number of areas and registered APs.
図 11 10 日目帰宅時の学習データによるエリア

Fig. 11 Areas by learning data of day 10 returning home.

図 10 1 日目出勤時の学習データによるエリア

図 12 エリアにおける最大サンプル数の推移

Fig. 10 Areas by learning data of day 1 going to work.

Fig. 12 Transition of maximum number of samples on areas.

横軸がデータを取得した日と出勤時（A）か帰宅時（B）か

作成されてしまっている．

を示しており，縦軸がエリア数および AP 数である．エリ

図 12 に学習されたエリアにおける最大のサンプル数の

アサイズ 1 に関しては 10 日間（20 回分）の学習データで

推移を示す．エリア数では，10 日もあれば十分に登録さ

131 エリアから 744 エリアと約 5.7 倍に増加している．エ

れることが分かったが，エリアを特徴づけるために必要な

リアサイズ 2 は約 2.5 倍，エリアサイズ 3 は約 2 倍，エリ

サンプル数が約 150 サンプルに対して，エリアサイズ 1 で

アサイズ 4 は 1.6 倍に増加している．AP 数は約 2.8 倍に

は一番多く収集できたエリアのサンプル数で 33 サンプル

増加している．

と約 1/5 しか収集できていない．またエリアサイズ 2 では

これらエリア数を視覚化したグラフを図 10，図 11 に示

102 サンプルともう少し収集には時間がかかる．エリアサ

す．図 10 は 1 日目出勤時に作成された学習ファイルのエ

イズ 3 では 7 日目帰宅時に 150 サンプルに到達し，10 日

リア，図 11 は 10 日目帰宅時に作成された学習ファイルの

目帰宅時には 161 サンプルとなった．エリアサイズ 4 では

エリアを示す．横軸が経度で，縦軸が緯度である．1 日目

4 日目帰宅時に 150 サンプルに到達し，10 日目帰宅時には

出勤時の学習ファイルではエリアサイズ 1 以外は歩行コー

356 サンプルとなった．ただし，この数値は一番サンプル

スをすべてカバーしているが，エリアサイズ 1 では空白が

数の多いエリアのため，その他のエリアはこれ以下のサン

ある．10 日目帰宅時の学習ファイルではすべてのエリアサ

プル数である．以上のことからエリア数は十分に登録する

イズで歩行したコースは登録されたエリアでほぼ埋まって

ことが可能だが，小さいエリアではエリアを区別するため

いる．ただし，実際に歩行していないところにもエリアが

のサンプル数を収集するには長い時間がかかってしまい，
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図 13 エリアごとのエリア平均正解率結果

Fig. 13 Result of average accuracy rate.

図 15 出勤時コースにおけるエリア正解率結果

Fig. 15 Result of accuracy rate with the course for going to
work.
図 14 平均サンプル数と平均サンプル密度結果

Fig. 14 Results of average number of samples and average
sample density.

正解率は低いと予想される．大きいエリアでは早くても 4
日で，エリアを区別できるであろうサンプル数が収集され
ている．

4.2.2 正解率
図 13 にエリアサイズごとの平均正解率の結果を示す．
また図 14 にはエリアサイズごとの平均サンプル数と平均
サンプル密度を示す．結果として，エリアサイズが大きく
なるにつれて正解率は高くなった．つまり，複数の小さい
エリアを統合しエリアサイズを大きくすることによって
図 14 の平均サンプル数のようにサンプル数が増え，また
サンプル密度が低くなりエリアサイズに対して少ないサン
プル数であってもエリアを特徴づけることができ，誤判定

図 16 帰宅時コースにおけるエリア正解率結果

Fig. 16 Result of accuracy rate with the course for returning
home.

が少なくなったと考えられる．
図 15 に出勤時コース，図 16 に帰宅時コースの評価デー
タにおける学習データ収集日ごとの正解率の結果を示す．

増加が見られなかったのは，いくつかの理由が考えられる．

1 つ目としては，単純にサンプル数が少なかったからで，

エリアサイズ 1 の 3 日目出勤時までは徐々に正解率は上

あるエリアではサンプル数は十分だが，他のエリアでは区

がっているように見えるが，それ以降は変化がなく，帰宅

別することができないサンプル数だったため，正解率が増

時とともに上がったり下がったりしている．

加しなかったと考えられる．2 つ目としては，学習データ

エリアサイズ 2 は出勤時コースで 2 日目帰宅時の学習

作成時の GPS による位置情報の精度による影響が考えら

データまでは正解率が 15%くらい上昇したが，それから緩

れる．精度が悪いことによって，エリア数が余計に増えて

やかに下降している．帰宅時コースでは，8 日目出勤時以

しまうこと，また，同じような RSSI が違うエリアに登録

降の学習データで 40%くらいまで正解率が上がった．

されてしまうことがある．したがって間違う確率が上がり

エリアサイズ 3 は出勤時，帰宅時コースともに 1 日目の

正解率が増加しなかったと考えられる．しかし，これはサ

出勤時，帰宅時の学習データでの正解率は 40%前後だが，

ンプル数が増加していくことによって，間違った RSSI の

それ以降は 50%前後と上がっている．

データは他の正しい RSSI に埋もれていってしまうため，

エリアサイズ 4 はどちらも 70%前後の正解率となった．
エリアサイズ 1 と同様にあまり変化は見られなかった．
図 12 においてサンプル数が徐々にではあるが増加して
いるにもかかわらず，同じエリアサイズにおいて正解率の
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影響はなくなるのではないかと考えられる．

5. 考察
実験において，エリアサイズが大きくなるにつれて正解
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図 17 エリアごとと GPS の平均測位誤差結果

Fig. 17 Results of average positioning error.

図 19 帰宅時コースにおける測位誤差結果

Fig. 19 Result of positioning error with the course for
returning home.

ズが一番小さいものが，一番精度が良いとは限らず，今回
の場合はエリアサイズ 2 が一番良かった．これはエリアの
サイズが GPS の誤差に一番近く，学習データの収集時の
誤差が少なかったからだと考えられる．
また日ごとの変化としては，出勤時コース（図 18）では

2 日目出勤時の学習データでエリアサイズ 2 の測位誤差が
図 18 出勤時コースにおける測位誤差結果

Fig. 18 Result of positioning error with the course for going
to work.

GPS を上回った．2 日目帰宅時の学習データでエリアサ
イズ 1 が，3 日目出勤時の学習データでエリアサイズ 3 が

GPS の測位誤差を上回った．それ以降の学習データでも

率は上がるということから，サンプル数を確保することに

GPS の測位誤差を上回っている．エリアサイズ 4 は GPS

よってエリアの特徴をとらえることができた．これはジオ

の測位誤差を上回ることはなかったが，エリアサイズがも

フェンシングのようなそのエリアにいるかいないかを判定

ともと縦約 110 m，横約 90 m なので，妥当だと考えられ

するようなサービスには有効であることがいえる．ただこ

る．帰宅時コース（図 19）ではエリアサイズ 1 と 4 で GPS

のエリア名はもともと緯度経度情報であるため，GPS を

の測位誤差を上回ることができなかった．エリアサイズ 2

使用しているナビのようなサービスにおいての測位誤差と

は 3 日目出勤時と 7 日目出勤時以降の学習データで GPS

いった観点で考察を行った．

の測位誤差を上回った．エリアサイズ 3 では 10 日目の帰

図 17 にエリアごとと GPS の平均測位誤差を示す．ま

宅時の学習データで GPS の測位誤差を上回った．

た，図 18 に出勤時コース，図 19 に帰宅時コースの評価

傾向としてエリアサイズ 4 以外は，学習データが増加し

データにおける学習データ収集日ごとの測位誤差の結果を

ていくにつれて，精度が上がっていっているように見え

示す．測位誤差は正解位置との距離で算出している．正解

る．これはまず初期の段階では，図 10 にもあるように学

位置は歩行距離を歩行時間で割り，等速移動しているとし

習ファイルに登録されているエリアが歯抜けの状態で，推

て位置を算出した．赤は GPS の測位誤差を表しており，全

定されたエリアが間違っていると遠いエリアが推定されて

体平均 34.8 m，出勤時は平均 34.3 m，帰宅時は平均 35.3 m

誤差が大きくなったものと思われる．そして，学習データ

だった．

が収集され，図 11 のようにエリアが増加することによっ

図 17 からエリアサイズ 1，2，3 は GPS の測位誤差とほ

て推定されたエリアが間違っていたとしても近くのエリア

ぼ同等になることが分かった．つまり正解率はエリアサイ

が推定されるようになり，徐々に誤差が小さくなっていっ

ズが大きいほどよいが，測位誤差はエリアサイズに関係が

たものと思われる．さらにエリア数だけでなくサンプル数

ないということが分かった．これは推定されたエリアが実

が増加することによってもより近くのエリアが推定される

際にいるエリアとは違っているが，割と正解に近いエリア

ようになり，正解率は変わらないが位置誤差としては良く

（たとえば隣のエリアなど）を推定していたことにより，測
位誤差としては GPS と同等レベルの精度を得られたと考
えられる．さらに，エリアサイズの観点からはエリアサイ
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なっていったのではないかと考えられる．
今回，出勤時と帰宅時の測位誤差に違いが見られたが，
これは出勤時と帰宅時に観測された AP の数や種類の違い
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によって起こったものと考えられる．今回の評価用データ
での平均観測 AP 数は出勤時が 9.8 個，帰宅時が 8.8 個と
約 1 つの違いがあった．そのため，推定されたエリアは出

[8]

勤時の方が，より正解に近いエリアを推定し，精度が高く
なったと考えられる．

[9]

以上のことから，屋外における屋内在圏検知でも GPS
と同様の精度が得られることが分かり，ジオフェンシング

[10]

のエリアではなく，ナビのような位置を知りたいサービス
でも有効であることが分かった．また，サンプル数が少な

[11]

い初期の段階においてもある程度の精度が得られているた
め，GPS から Wi-Fi 測位へ早期に切り替えることも可能

[12]

である．
[13]

6. まとめ
[14]

今回，Wi-Fi を使った屋内測位技術を屋外でも利用する
ことによって，個人向け屋内外シームレス測位を実現でき

[15]

ないかと考えた．測位エンジンとして AP 位置を事前に知
る必要がなく，端末にとって処理の軽いヒストグラム法の
屋内在圏検知技術を適用し，学習データの収集方法として，

[16]
[17]

GPS の位置情報と Wi-Fi 情報の紐付けと，エリア名とエ
リアサイズを名寄せによって自動的に決定する方式を提案
した．実証実験の結果から，多少広範囲でのエリアサイズ
であれば利用可能であることが分かった．また，測位誤差
としては，数日分の学習データで GPS と同程度になるこ
とが分かり，早期に利用可能であることが分かった．

[18]
[19]
[20]

以上により，Wi-Fi を使った屋内測位技術を屋外でも利
用した個人向け屋内外シームレス測位の実現可能性を示す

[21]

ことができた．
今後の課題としては，時間経過にともなう AP の変化
（撤去や設定変更など）やモバイルルータ（移動）などの影
響について検討を行っていく．

[22]

panasonic.biz/es/lighting/led/special/lumicode/
index.html (accessed 2014-12-19).
NTT docomo: docomo Wi-Fi, available from
https://www.nttdocomo.co.jp/service/data/
docomo wiﬁ/index.html (accessed 2014-12-19).
Au: au Wi-Fi SPOT, available from http://www.au.
kddi.com/mobile/service/smartphone/wiﬁ/wiﬁ-spot/
(accessed 2014-12-19).
SoftBank：ソフトバンク Wi-Fi スポット，入手先
http://www.softbank.jp/mobile/network/wiﬁspot/
（参照 2014-12-19）
.
FamilyMart：Wi-Fi 無料インターネット接続，入手先
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LAWSON：Wi-Fi サービス，入手先 http://www.
lawson.co.jp/service/wiﬁ/（参照 2014-12-19）.
セブン–イレブン：セブンスポット，入手先 http://www.
sej.co.jp/services/7spot/top.html（参照 2014-12-19）.
総務省：公衆無線 LAN の整備の促進，入手先
http://www.soumu.go.jp/menu seisaku/ictseisaku/
public wi-ﬁ/index.html（参照 2014-12-19）.
Apple：iBeacon について，入手先 http://support.apple.
com/ja-jp/HT6048（参照 2014-12-19）.
神谷 泉：シームレス測位の動向，写真測量とリモート
センシング，Vol.49, No.1, pp.41–44 (2010).
Apple：位置情報サービスについて，入手先
http://support.apple.com/ja-jp/HT201357
（参照 2014-12-19）
.
Google：モバイル Google マップ，入手先
https://support.google.com/gmm/（参照 2014-12-19）.
クウジット株式会社：PlaceEngine，入手先 http://www.
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