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無線 LAN 信号強度による端末位置推定における
防犯カメラ画像を利用した精度の計測
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概要：スマートフォンやノート PC などの無線通信端末の普及に伴って，ユーザや端末の位置情報を用い
たサービスの需要が高まっている．屋内における測位には GPS が適さず，センサネットワークや超音波
を用いるなど様々な方式が提案されているが，その中でも無線 LAN 信号強度 (RSSI) を用いた方式は，管
理の容易さや拡張性やコスト面で優れており，さかんに研究されている．しかし，その推定精度評価にお
いては，評価実験環境を用意した上で，時間と労力を要する実験が必要であった．これに対して，我々は
防犯カメラ映像を利用した，実地での実験を伴わない精度計測方法を提案し，実際に計測を行った．既設
で，稼働している測位システムについて，人物位置情報の集合と端末の推定位置情報の集合を比較するこ
とにより，平均の推定誤差を求め，精度を評価した．この際，ユーザのプライバシーに配慮して，個人を
特定せずに精度の計測を行っている．特定の被験者を用意せず，複数の施設利用者の位置情報を利用する
ために，端末と持ち主の関係を推定した上で評価を行った．大学キャンパス内の食堂ホールで，混雑時と
閑散時について評価を行い，平均約 15m の誤差が見られた．
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分に普及しているとは言いがたい．屋内で位置情報を活用

1. はじめに

するケースとして，大規模な駅等でも屋外同様に現在位置

無線通信端末が普及し，これを携帯するユーザの増加に
より，位置情報を活用したサービスや測位技術が求められ

が分かるサービスの提供などが考えられるが，GPS は精度
や遅延の問題があり，利用されにくい．

ている．サービスの例として，地図上アプリケーションだ

これまでに，屋内での測位技術として，センサネットワー

けでなく，目的地までのナビゲーション，近隣の施設検索

クや赤外線，RFID，超音波を用いた方式 [1][2][3][4] などが

などが挙げられる．個人ユーザだけでなく，施設や企業に

研究されている．これらに共通する課題として，高い精度

とっても位置情報の利用価値は高く，人流解析や位置に基

を求めた場合の導入・維持コストの高さが挙げられる．一

づいた情報配信などに活用される．屋外での測位は主に

方で，無線 LAN を用いた方式は，コストや精度に優れる

GPS(Global Positioning System) で行われ，車両や船舶に

ほか，屋内外で利用可能なために，さかんに研究されてい

広く用いられる一方で，屋内での測位技術については，十

る．無線 LAN アクセスポイント (以下 AP と呼ぶ) は既に
広く普及しているため，この方式では精度の向上を図る際
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にコストが高くなりにくい．家庭以外に，学校やショッピ
ングセンターなどの大型の施設でも無線 LAN AP の設置
が進んでいるものの，AP の台数が不十分であったり，壁
や設置物の情報が十分にデータ化されていなかったりする
点が課題となり，位置推定システムの精度は低下しやすい．
これまでに行われた研究では，屋内の無線 LAN 環境にお
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いて，3∼10m 程度の誤差を持つ屋内位置推定システムが
提案されている [5]．
位置推定システムの性能として評価されるのは推定精度
であるが，環境によって，この評価が難しい場合がある．
多くの人が利用する環境で位置推定システムを導入するこ
とを想定した場合に，実際の環境での評価は信頼性が高い
が，環境を長時間，占有することは施設や利用者に負担を
強いることになる．これを避けるために，コンピュータシ
ミュレーションも可能であるが，測位システム同士の性能

図 1 triangulation による位置推定

比較が容易な一方で，実際の環境で，障害となりうる要素
を再現するのが難しい．筆者らの所属する東京農工大学で

一般的である．その方式は大きく分けて次の 3 種類があ

も無線 LAN 信号強度から位置推定を行うシステムは導入

る [6]．

されているものの，推定精度が不明であるために，同シス

• Triangulation

テムを応用したサービスは提供されていない．

• Proximity

そこで，本稿では，防犯カメラを用いた精度計測の方法

• Scene Analysis

を提案し，実際に本学において計測を行った．位置推定シ

Triangulation 方式は，位置が既知である複数の AP との

ステムは既に導入されているものであり，なおかつ実験の

距離を元に相対的な位置を推定する方法である．RSSI が

対象である大学キャンパスは，実験のために特定の部屋へ

距離に応じて変化することから，複数箇所 (一般に 3 箇所

の立ち入りを禁止する等の処置を行うことは困難である．

以上) の AP との距離を求め，グラフを構成する．RSSI に

このような理由から，実地での精度の計測は難しいと考え

応じて各 AP に重みを付ける方式も提案されている．3 点

られるため，本稿では防犯カメラの映像を利用する方法を

の AP を用いた Triangulation の概要を図 1 に示す．

検討する．具体的には防犯カメラの画像から人物位置を推

Proximity は AP との接続状況や電波の観測状態から，

定し，無線 LAN によって推定された端末位置情報と比較

どの AP の近くに端末があるか判断する方法である．アル

することで精度計測を行う方法を検討する．既に設置され

ゴリズムが簡単であり，AP 密度の低い環境でも運用しや

ている防犯カメラを利用するのは，位置推定に要するコス

すいが，精度は高くない．

トを低減するためであるが，これは無線 LAN AP を利用
する理由と一貫している．

Scene Analysis は測位の対象となる場であらかじめ測定
しておいた RSSI 分布等との比較に基づく方法である．現

さらに，精度評価実験において，対象者が不特定多数で

在の RSSI 観測値を，データ化しておいた各地点での電波

あり，なおかつ，全員が無線 LAN に接続しているとは限

の RSSI と比較し，最も類似している地点に端末があると

らない場合の精度検証について検討する．これまでの位置

見なす方法である．その際ベイズ推定などにより類似の度

推定の研究においては，精度評価を行うにあたって，通信

合いが評価される．計算量は多いが，コンピュータや携帯

端末を持つ者が 1 人であり，一定時間だけ静止するか，決

端末の計算性能向上が著しい昨今では，十分に可能である

められたとおりに移動するという，理想的な環境が必要で

場合も多い．ただし，学習データのサンプリングに要する

あった．本研究では，既に導入されている位置推定システ

時間と手間は大きい．

ムに対して，大規模な実験を実施せずに精度評価を行う方
法についても検討する．平常時の施設やその利用者に負担

本研究ではこれらのうち，Triangulation に基づくシステ
ムの精度評価を行い，考察する．

をかけることなく，その動向に基づいて精度を検証する．
本稿では，まず 2 章において関連研究について述べる．

2.2 無線 LAN の RSSI を利用した位置推定の研究

次に 3 章において，無線 LAN 管理システムからの端末位

無線 LAN の RSSI を用いる場合に注意すべきは，外乱

置情報の取得方法と，監視カメラを用いた人物位置の取得

による RSSI の変化とそれに伴う精度低下である．後述の

方法について述べる．その後， 4 章でエラーの評価方法と，

ように，本稿での実験環境の AP は測位を目的として設置

精度評価実験について述べ，結果と考察を 5 章で述べる．

されていないため，台数が十分に多いとは言えない．

そして最後に 6 章をもって本稿のまとめとする．

北須賀らの研究 [7] では，端末と AP 間の距離を含めて
計測することで，Triangulation の精度を高めている．こ

2. 関連研究

れによって AP の不足をユーザの端末で補っている．伝播

2.1 位置推定方式の分類

減衰のモデルは WAF(Wall Attenuation Factor) モデル [1]

無 線 LAN を 用 い た 位 置 推 定 シ ス テ ム と し て ，

RSSI(Receied Signal Strength Indicator) を用いる方式が

が用いられ，壁や遮蔽物を考慮に含めている．この研究は
実環境での評価が行われない代わりにシミュレーションが
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行われ，200×200m の何もない空間に，正規分布に合う強

うが，2 種類の位置情報の各取得方法について述べる．

さのノイズが発生する環境を想定している．ホスト端末間
の距離を利用することで AP 数による精度の変化が小さく

3.1 実験環境

なる．一方で，端末間距離を使わずに，AP3 点を発見した

精度計測実験は東京農工大学 140 周年記念会館 1 階の食

場合では 6∼7m，2 点では約 20m，1 点では約 40m の誤差

堂ホールで行う．このフロアの地図を図 2 に示す．ここは

が確認され，AP 数の影響の大きさがよく分かる結果が得

食堂ホールと玄関に大きく分けられ，食堂ホールには 3 台

られている．

の定点監視カメラ 2 台の AP が，玄関には 1 台のカメラと

AP 密度の高くない環境で精度向上を図る方法として，

1 台の AP が設置されている．いずれも位置推定を目的に

管理外の AP を使う成松らの研究 [8] がある．複数ある小

設置されてものではない．利用者の人数は十分に多く，時

部屋の内，どこに端末があるかを推定することを目的とし，

間帯によって変化する．さらに，ほとんどの利用者が推定

貢献度と呼ばれるパラメータで管理外の AP をいくつか選

が十分に可能な時間よりも長く同じ場所にとどまる点と，

択し，Scene Analysis の情報源の一つにしている．貢献度

同建物 2 階にはほとんど利用者がいない点を考慮し，実験

は部屋ごとに RSSI 変化が大きい点や，部屋ごとに AP 同

に適していると判断した．

士の RSSI 相関が強い点など，部屋を特定する情報になり
うるかどうかを判断する値である．管理内 AP1 台と管理
外 AP3 台を用いた場合，約 90%の確率でホスト端末の存
在する小部屋を正しく選べる成果が得られている．
大学内の無線 LAN 環境においては，定位置にある PC
の位置推定を行う際の，歩行者の影響に関する研究が行わ
れている．副島らの研究 [9] では，2 つのフロアの廊下に設
置された 3 台の AP の RSSI を用いて PC の位置を推定す
る場合，歩行者は推定精度に影響を与えると報告されてい
る．廊下の 6 点に PC を設置し，4 人の歩行者が居る中で
推定を行う場合，うち 5 点では歩行者の居る場合の方が誤
図 2

差が大きく，残りの 1 点でのみ歩行者のある場合に誤差が

食堂ホールの地図と AP，カメラの配置

小さくなった．誤差の変化量はおよそ 50cm 程度である．
ただし，位置推定の方式は最尤推定法を用いているため，

玄関を計測対象外にしたのは，利用者のほとんどが通過

Triangulation を用いている我々の実験環境とは異なる．一

しているだけであり，AP 接続時間が非常に短いためであ

方で，センサネットワークにおいては，Radim らが，歩行

る．なお，位置推定システムが玄関に居る人物を食堂内に

者による精度低下はないと述べている [10]．

居ると誤認すること (および，その逆) がないことは確認

測位対象の人物が 1 人であり，測位対象以外の人物の

している．実験には cam-2 と cam-3 の 2 つのカメラを使

いない環境で評価実験が行われるなど，運用環境での精

い，利用者のほとんどが滞在する食堂の座席部分をカバー

度の再現性には課題が残る．実際の環境に近い状況では，

する．

Triangulation 方式を用いて人物の位置を推定する方式に

本環境に導入，運用されている AP は Cisco Aironet2600

ついて検証は行われていない．さらに歩行者の影響がある

シリーズの AIR-CAP2602I-Q-K9 であり，2.4GHz 帯を使

とする報告と，ないとする報告がある．これらの理由から，

用している．カメラは Panasonic WV-SF539 である．撮

特別な措置や実験環境づくりを行うことなく，実環境で既

影された映像はレコーダーにメーカー独自の形式で保存さ

設の位置推定システムの精度評価が可能になれば，より実

れており，リアルタイムな計測処理は困難である．

態に近く，労力を要しない精度評価が可能になると考えら
れる．この精度評価は，大学等の不特定多数の人が利用す

3.2 無線 LAN RSSI に基づく端末推定位置情報

る施設において，位置情報を活用する際の指標として有意
義であると考える．

東京農工大学では LAN 管理システムとして，Cisco Sys-

tems の Prime Infrastructure Ver.2.2[11] が導入されてお
り，大学内 LAN に接続している端末の位置推定が行われ

3. 精度計測実験の方法

ている．同システムを用いれば，クライアントや AP の状

本研究では，既に導入・稼働している位置推定システム

態を監視できるが，本実験では，端末の推定位置をマップ

から，無線 LAN に接続している端末の位置情報を取得し，

上に表示する機能を利用する．図 3 はそのマップと端末

カメラ画像を見て，端末を持っている可能性のある人物の

位置情報の一例である．マップ上にメートル単位のグリッ

位置情報を得る．これらを比較することで精度の計測を行

ド線が表示され，管理下の AP と学内 LAN に接続してい
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(x2p − x1p )
(x2m − x1m )
X0 = x1p − r ∗ x1m

る端末の位置が表示されている．ただし，この図ではプラ

r =

イバシー保護のため，MAC アドレスが表示されている部
分を黒塗りで隠している．端末は四角いアイコンとともに

Y0 = y1p − r ∗ y1m
xp − X0
xm =
r
yp − Y0
ym =
r

MAC アドレス，もしくは近接数が表示されている．近接
数とは，複数の端末が十分に近い場合に表示されるもので，
近接している端末の数を表す．
位置推定を行う上で，AP の位置と指向性は事前に設定

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

する必要がある．ただし，壁や柱のような，電波を大きく
減衰させる要因は設定されておらず，部屋という概念はこ
の位置推定システムにない．この点が精度を低下させる要
因の一つとなる．また，可能性は低いが，端末が接続して
いる AP の位置によっては階を誤って認識する場合もある．
吹き抜けのある建物では，この傾向が顕著である．学内の

AP は位置推定を目的として設置されたものではないため，
位置推定を行う上で AP の台数が不十分な領域が存在する
ことを考慮する必要がある．

図 4

ピクセル座標を取得すべきグリッド線とアイコン

端末アイコンの座標は，HTML ソースからアイコンの
画像ファイル名を検索し，対応する JavaScript コードの

image タグから取得する．近接端末数や MAC アドレスは，
アイコンに隣接する text,tspan タグから取得する．このと
き，MAC アドレスが取得された場合は，「近接端末数 1」
という情報のみに変換され，MAC アドレス情報は記憶し
ない．グリッド線は，直線を描画する polyline タグの始点
と終点の座標から取得する．精度計測のために保持される
情報は，端末位置 (X,Y 座標 [m]) とその位置に居る端末の
図 3

マップ画面表示の一例

数のみである．

この情報は Web ブラウザを介して閲覧できるため，

3.3 カメラ画像に基づく人物位置情報

HTML ソースを参照することで位置情報を得ることがで

防犯カメラ画像から取得した位置情報は，実地実験を行

きる．このページヘのアクセスはユーザ認証により制御さ

う際の人物移動シナリオの代替になるものである．画像か

れているが，本研究ではシステムへのログイン後にキーマ

ら人物位置を推定するためには，画像処理とパターン認識

クロによって定期的な情報取得を行っている．

による人物認識がよく用いられるが，本環境では，カメラ

端末の位置情報は，画面上における端末アイコンの表示

と対象の距離が遠いことや被写体同士の重なりが多いため

位置を元に 2 次元座標として取得する．ここで，メートル

に認識の精度が不十分であり，別の方法を検討する．人口

単位での評価を行うために，グリッド線の情報も合わせて

密度の高い環境において，監視カメラで撮影した映像や画

使用し，ピクセル単位から変換する必要がある．マップ画

像に対して画像処理を適用する場合には，高密度で天井か

面のグリッド線と端末アイコンの一例を図 4 に示す．縦

ら真下を撮影するなどが考えられるが，利用者への精神的

方向と横方向のそれぞれについてグリッド線を 2 本ずつ

な負担に十分に配慮する必要があるだろう．

の，メートル座標とピクセル座標が分かれば，端末の位置

位置を推定し，情報を更新するのにかかる時間を考慮し，

情報をメートル単位で得られる．その際に用いる座標変換

その場にしばらく静止，すなわち着席した人物の位置情報

の式を式 1∼5 に示す．式中の r は 1m あたりのピクセル

を評価の対象とする．座席の位置は固定されているため，

距離であり，これは X 軸方向，Y 軸方向に共通の値であ

マップを併用して，すべての座席に ID と XY 座標を設定

る．X0 ,Y0 はそれぞれメートル座標原点のピクセル座標で

した．その設定の結果をマップとともに図 5 に示す．

ある．xim ,xip は i 点目 (i = 1, 2) の X 方向メートル座標と

各座席に人が座っているか否かを映像を見て判断し，0

ピクセル座標である．求めたい端末位置の X,Y 方向のピ

と 1 の情報を記録する．記録する間隔は無線 LAN による

クセル座標を xp , yp , メートル座標を xm , ym とする．

推定結果が更新するのに十分な 30 秒とした．本実験では

30 秒ごとに立つ人と座る人の変化のみに注目し，前時刻と
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図 5

各座席位置と ID の設定
図 6

の差分を記録すれば十分である．記録は時刻と座席番号の

複数の端末の平均誤差

4.2 最大誤差

2 次元のテーブルの形式で保持する．座席の位置情報と組

一方で，最大値を評価する方法も考えられる．ある時刻

み合わせることで，座っている人物のみの位置情報が取得

の全端末について誤差を求め，その中で最大 (最悪) の誤差

可能である．

を，最大誤差として評価する．位置推定システムが，通常

4. 精度評価方法

とは大きく外れた誤差を出すケースも含めて評価したい場
合に用いることが想定される．この値を用いることで，推

実地での実験を伴わない精度評価の具体的な方法を述べ

定された位置情報から端末の実際に存在しうる範囲を特定

る．端末の所有者が既知の場合は，端末と所有者の間の距

できる．最大誤差を半径とし，推定位置を中心位置とした

離を誤差として評価することが可能である．しかし，シナ

円を描いたとき，実際の端末は円の内側にあることが保証

リオを設定した実験を行わない場合においては，無線 LAN

される．図 7 にその様子を示す．

に接続している端末とカメラに映る持ち主の関係は不明で
ある．また，施設の利用者の位置情報を評価に活用するた
めに，複数の人と端末に対応した精度を考える必要がある．
以下の全実験では，食堂の混雑時である平日の 12 時 ∼13
時と，閑散時である 15 時 ∼16 時の各 60 分間について 30
秒に 1 回，誤差を評価する．前記のとおりプライバシー保
護のために，精度評価実験において接続しているユーザ名
や端末 MAC アドレスなどは用いない．
図 7

4.1 複数人に対応する誤差

最大誤差と実際の端末の位置

4.1.1 平均誤差
測定対象の端末のそれぞれについて誤差を求め，それら
を平均することで平均誤差が得られる．これまでに行われ
た多くの精度評価実験では，多数の測定点で位置推定を行
い，その誤差を平均することで，推定システムの精度とし
ている．
各端末に対して，実際の位置から，推定された位置へ向
けたベクトルの大きさの平均を平均誤差とする．各端末に
対する誤差と平均誤差の関係を図 6 に示す．図の右の線分
の長さは，誤差の大きさの平均，すなわち従来どおりの平
均誤差を示している．端末の数を n とし，i 番目の端末の
誤差を e⃗i とすれば，平均誤差は式 6 で表される．

Eave

n
1∑
=
|⃗
ei |
n i=1

4.3 人物と端末の位置情報の対応付け
顔写真と MAC アドレスを見ただけでは，端末と持ち主
の関係は不明であるため，最大誤差を最小化するような対
応付けを行い，どの端末位置とどの人物位置の間の距離を
評価すればよいかを検討する．

4.3.1 局所探索を用いた端末対応付け
端末と人物が同数であれば，それぞれについて最も近い
者同士を対応付けることができる．しかし，実際にはその
数が異なる場合がほとんどであり，特にカメラでとらえた
人物よりも，無線 LAN で認識した端末の方が少ない場合
が多い．

(6)

そこで，少数になりやすい無線 LAN 上の端末の数にあ
わせて，人物をカメラ画像から選び出すこととする．なお，
どちらが多数側で，どちらが少数側になるかは対応付けの
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上で，影響はない．この対応付けでは，全体としての誤差
が小さくなる対応を探すことが目的となる．多数側の人物
から少数側の人数にあわせて選抜し，様々な対応を考え，
最大の誤差と平均の誤差が小さくなるものを決定する．そ
の際に，対応付けの全パターンを列挙すると計算時間が非
常に長くなるため，局所探索を用いて近似的な解を得る．

図 8 クライアントの対応付け

例として図 8 の場合を考える．無線 LAN で認識したク
ライアントと，カメラ画像でとらえた人物の数が 4 と 6(も
図 9 局所探索によるクライアント対応付けのアルゴリズム

しくは 6 と 4) である様子を示している．少数側の全位置
情報に対して，多数側からランダムに選んだものを対応付
けたものが初期状態である．対応の状態は配列で表 1 のよ
うに記憶する．
表 1
多数側

クライアント対応の例
a b
c d e
f

少数側

1

-

3

2

-

4

図 10

この状態に対し，次の手順に従って最大誤差を極小化し

クライアントの対応の状態遷移

たのち，同様に平均誤差を極小化する．状態遷移は，多数
側から 2 つ選び，組み合わせている相手を交換することと
し，評価値は現状態の全対応の中での最大の誤差とする．
具体的な手順を図 9 に示す．
具体的な状態と遷移の例を図 10 に示す．精度評価実験
では最大誤差を極小化した上で，さらに平均誤差も同様の
方法で極小化する．
しかし，予備実験の結果，この方法では，食堂の中心部
に居る人を重視し，中心から遠い場所に居る人をほとんど
評価に含めていないことが分かった． その一例として，最
図 11

も人口の多かった時点の観測結果を図 11 に示す．この図
の赤丸は人物，青丸は LAN に接続している端末をそれぞ
れ示し，紫の円は平均誤差，白い円は端末未所持と判定し

12 時 06 分 30 秒の最適なペアと平均誤差

が大きく，端末未所持と判断し，評価に含まれなかった人
物が多いことが推測できる．

てしまった人物の分布を示す．緑色の線は端末所持の関係
を表す．

表 2

最適なペアに対する平均誤差

単位 [m]

平均

中央

最小

すなわち端末未所持と判断した人物が右側に集中している

混雑時 (12 時台)

6.1

6.1

3.9

8.1

ことが分かる．特に端末と人数の差が大きい時には近い相

閑散時 (15 時台)

13.8

14.0

9.0

17.9

青丸よりも赤丸が多く，緑色の線に繋がっていない赤丸，

最大

手と対応付けされやすいことが考えられる．
この方法で 12 時台と 15 時台の各 60 分間に計測した平

4.3.2 クライアント数を調整した対応付け

均誤差は表 2 のとおりである．また，端末数と人物数の差

特定の範囲の人物を評価対象外にしてしまう状況に対し

を表 3 に示す．表を見ると，混雑時は端末数と人物数の差

て，端末数と人数を同数程度に調節することで改善を図っ
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表 3

5.2 最大誤差

カメラに映る人物数と LAN に接続している端末数の差
平均
最小
最大
混雑時 (12 時台)

50.7

19

71

閑散時 (15 時台)

1.8

0

6

位置情報を応用したシステムを運用する上では人物の存
在しうる範囲を考慮するために，最大の誤差を考慮する場
合がある．そこで， 4.2 節に基づいて，各時刻の全人物の

た．数の調整の際に，ランダム性を持たせて繰り返し，そ

最大誤差を計測した．その結果を図 13 と表 5 に示す．

の平均の誤差値を評価値とすることで，偏ることなく全体
を均一に評価することが可能になると考えた．端末数と人
数のうち，少ない方にあわせてランダムに選抜する．
例えば，端末 6，人物 4 の状況であれば，端末からラン
ダムに 4 つ選び，4 人の人物と 4.3.1 項で述べた方法を用
いて所持関係を決定する．それに基いて各端末と人の誤差
を求め，平均を計算する．さらに，これを繰り返し，平均
誤差を平均することで，ランダム性を持たせたことによる
影響を低減する．本実験では誤差値の変化が 5cm 以内と
なる 200 回の対応付けと誤差評価を行うものとした．

5. 精度評価結果と考察

図 13

各時刻の最大誤差の変化

5.1 平均誤差
4.3.2 節で述べた方法で平均誤差の評価を行った．その

表 5

各時刻の最大誤差

単位 [m]

平均

中央

最小

最大

混雑時 (12 時台)

28.0

27.8

18.6

32.6

閑散時 (15 時台)

18.3

18.2

15.3

24.8

結果を図 12 と表 4 に示す．

最大誤差は時間帯によって大きく異なった結果が得られ
た．人の多い時間帯の方が誤差は大きいが，これは人物の
位置の偏りによるものだと推察される．最大の誤差の要因
になる人物は，いずれも食堂の地図の右上部分の AP から
遠い位置に居る者であった．カメラ画像を見ると，閑散時
には，この部分にはほとんど利用者が居ないことが分かっ
た．利用者の少ない時間帯では，人物と端末の位置分布が
各時刻について一様になりにくく，分布が特定の場所に偏
図 12

人数差をなくした場合の平均誤差の変化

ることで，AP と端末集団の距離に応じて最大誤差の変化
が起きやすいのだと考えられる．

表 4 人数差をなくした場合の平均誤差

両時間帯を合わせた最大値は時刻 12:17:00 の 32.6m で

単位 [m]

平均

中央

最小

最大

あった．最大誤差は混雑時に大きい値を取りやすく，なお

混雑時 (12 時台)

14.9

15.2

11.1

18.2

かつ 1 日の中で最も混雑するのは 12 時台であることから，

閑散時 (15 時台)

15.1

15.1

10.5

19.0

この位置推定システムの最大誤差は 32.6m 付近であると考
えられる．すなわち，この推定結果を応用したシステムを

これらの結果より，混雑時でも閑散時でも平均約 15[m]

開発する際に，念頭に置くべき事柄は，推定位置を中心に

という同程度の誤差の値が得られた．RSSI を利用した他

半径約 33m の円の中に，実際の端末 (を持った人間) があ

の測位方式に関するこれまでの研究 [9][10] では，人物の密

る可能性が十分に高いという点である．誤差の中央値は約

度による精度の変化はないか，大きくても 1[m] 程度であ

15m であるため，実際の端末が推定位置から 15m 以内に

ると考察されている．また，一つの AP への同時接続数が

いる確率がおよそ 50%である．

増えた場合でも，RSSI は増減しない．これらを考慮する

本稿で行った実験は食堂ホールであったが，一般の講義

と，計測対象外の人物の数による精度変化が小さい本実験

室はもっと狭く，壁などの障害物によって RSSI の変化が

は妥当な結果が得られたと言える． 室内に 2 台の AP と，

大きくなることが想定される．そのため，AP が同程度の

室外に 1 台の AP がある環境での平均 15m の誤差は，こ

密度で配置されていれば，部屋単位に RSSI の差が大きく，

れまでに行われた実験と比較して，標準的な値と言える．

誤差 32m よりも悪化するケースは少ないと考える．
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最大誤差は約 32m となった．また，AP の密度が低い場所，

5.3 未検出人物に関する考察
計測の対象としているシステムは Triangulation 方式で
あるため，食堂ホール内に 2 台とホール外に 1 台の AP し

すなわち 3 台の AP と十分な RSSI で通信できない環境で
は，推定結果が，ある一方向に偏ることが判明した．

かない本実験環境では，精度が低下していることが考えら

今後の課題として，他の環境，特に AP 密度の十分に高

れる．そこで，ホール内で推定結果がどのように分布して

い場所や一般の講義室における，提案手法を用いた精度評

いるかを調べる．人の多い 12 時台の 60 分間について端末

価の実施が挙げられる．また，誤差の向きについて研究し，

の推定位置を丸印として重ねてマップ上に表示した．その

これを用いて推定結果に補正をかけることで自動キャリブ

結果を図 14 に示す．なお，図中の丸印の大きさは密集し

レーションを行うことができるのではないかと考えられる．

ている人数を表し，色は青に近いほど古く，白に近いほど
新しいことを意味する．この図では 30 秒に一回記録した
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