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BLE ビーコンを利用した混雑度可視化サービス
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概要：本研究では，イベント会場における混雑度を即時的に把握・可視化することで，イベント運営者
に混雑リスクの注意喚起をすることを目指す．イベント会場内の混雑度の取得のため，会場内に BLE
（Bluetooth Low Energy）ビーコンを多数設置し，来場ユーザのスマートフォンアプリ（以下，アプリ）で
取得した BLE ビーコン電波情報をサーバで収集することで会場内の混雑度を計測する．アプリインストー
ルユーザの数え漏れがないよう，会場の任意の点で少なくとも 1 つの BLE ビーコンからの電波を受信で
きるよう会場内に BLE ビーコンを配置する．本研究では，混雑リスクの対応に向けて，混雑度の指標とし
て用いられる群集密度を求める．BLE ビーコンがカバーする範囲内の人数は，その BLE ビーコンの電波
を最も強く受信したユーザの数を数えることで求め，この人数をカバー範囲の面積で割ることで群集密度
を求める．BLE ビーコンを設置できない箇所も存在するため，空間内挿により BLE ビーコン地点間の混
雑度を求める．スケーラビリティ向上に向け，最も強い電波を受信した BLE ビーコンを求める処理は，ア
プリ側に切り出した．2 日間で来場者が約 5 万人の大規模なイベントで本サービスを提供した．群集密度
表示については，イベント運営者に実態と混雑度マップを比較いただき，実態と差異がなかったという評
価をいただいた．アプリ側とサーバ側で機能分担したアーキテクチャについては，アプリからの全 120 万
件のビーコン電波受信ログのアップロードに対して，エラー率 0 で処理を完了させた．さらに，運営者か
ら，混雑度を俯瞰的に把握できるようになったことの有効性が評価された．
キーワード：情報可視化，無線 PAN，位置情報サービス，リスク管理と情報システム

1. はじめに
1.1 背景
2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピッ
クでは，東京都以外の会場含めて約 40 会場での各種目の

流れ（以下，人流）に対して逆流して進むことが不可
能になる水準．

• サービス水準 E（群集密度 1.0〜2.0 人 /m2 ）
：
（人流が
ある場合）逆流が不可能になることに加え，人流の歩
行速度が通常より遅くなる水準．

実施が予定されている（平成 29 年 3 月時点）[1]．東京オ

• サービス水準 F（群集密度 2.0 人 /m2 〜）：（人流があ

リンピック・パラリンピックに向け，多くの訪日外国人が

る場合）ずり足でしか進めず，歩行者相互の接触が頻

来場することも予想され，各会場での混雑することが予想

繁に発生する水準．この密度以降，事故が発生する可

される．

能性が高まっていく．

混雑により来場者の死亡事故が発生する場合もある．

上記混雑の段階を，リアルタイムに把握することで事故

2001 年に兵庫県で発生した，混雑が原因による死亡事故は

を未然に防ぐことが期待される．オリンピック・パラリン

記憶に新しい．2020 オリンピック・パラリンピックを無事

ピックイベント終了時は，会場から周辺交通機関に対して

故で終わらせるためには，混雑リスク対策が必要となる．

群集が一斉に移動し，混雑が発生する．周辺交通機関の処

Fruin が定義した歩行空間でのサービス水準が，都市計画

理能力によっては，混雑の段階が上がり続ける状況も発生

分野で利用されている [2]．Fruin は，A から F の 6 段階

する．“危険” と判定される水準に達するまでに，段階的に

でサービス水準を定義している．混雑度が高いレベルであ

増えていく混雑リスクをリアルタイムに把握することがで

る，D，E，F の 3 段階を以下に示す．

きれば，事故を未然に防ぐことができるようになると考え

• サービス水準 D（群集密度 0.7〜1.0 人 /m2 ）：群集の
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られる．

1.2 本研究の目的
本研究では，混雑状況を可視化することでイベント運営
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者や施設運用者に対して，混雑リスクについて気づきを与

プレイを運営本部で常時表示する運用にしたところ，会場

えるサービスを提供することを目的とする．本サービスに

全体の混雑度を俯瞰できるようになったことの有効性が評

より，運用者は混雑リスクが高まりつつある箇所を把握で

価された．本システムは，地図を変更し，混雑度マップを

き，危険な水準の混雑が発生しそうな場合に，警備スタッ

提供したいエリアにビーコンを設置するだけで，様々な場

フを重点的に割り当てることが可能となる．混雑リスクを

所に対して同様のサービスを提供することが可能となって

解消できるため，お客様満足度の向上に効果があるだけで

おり，汎用性の高いシステムとなっている．

なく，スタッフを固定的に配置する必要がなくなるため，
運用コストの削減にも貢献できると考えられる．

2. ビーコンを利用した混雑度可視化サービス
2.1 サービス設計に向けた要件
サービス設計に向けた要件を列挙していく．本サービス

1.3 本研究の成果
本研究では，混雑度を可視化して，イベント運営者や施

の適用先として，2 日間で 5 万人以上が来場する大規模イ

設運用者に対して混雑リスクについて気づきを与えること

ベントを想定する．要件として，はじめに大規模イベント

を目指した．混雑度の取得には，BLE*1 ビーコンを利用し

運営者の制約条件を満たす必要がある．大規模イベントは

た．混雑度を把握したいエリアに BLE ビーコン（以下，

屋内開催であることが多く，施設を所有・管理している事

ビーコン）を配備し，かつ，イベント来場者に対してスマー

業者とイベントを企画・運営する事業者は異なるため，イ

トフォン用のアプリ（以下，アプリ）を提供し，アプリで

ベントのみのために，施設に対して新たな工事が発生する

取得したビーコン情報をサーバ側で各アプリから収集する

ような設備を設営することは不可能である．
混雑リスクに対応するための混雑度表示としては，混雑

ことで会場内各地点の混雑度を計算した．
本研究では，混雑度を色の濃淡で表現し，その色を地図

度の指標を利用することが必要である．1.1 節で記載した

上に重畳することで，混雑状況を表現した．混雑度を把握

ような指標を利用することで，“危険” という状態の判定に

可能な地図を混雑度マップと呼ぶ．この混雑度マップを，

利用することができる．

ドワンゴ社*2 主催の大規模イベントで運用者に対して提供

そして，混雑リスクの兆候をいち早く察知するため，大

した．人数の数え漏れがないよう，少なくとも 1 つのビー

規模イベントに来場する大人数のユーザからアップロード

コンからの電波を受信できるようビーコンを配置する．本

される大量のビーコンログデータをリアルタイムに処理す

研究では，混雑リスクの対応に向けて，混雑度の指標として

ることが必要である．

用いられる群集密度を求める．ビーコンがカバーする範囲
内の人数は，そのビーコンの電波を最も強く受信したユー

2.2 サービス設計
2.1 節に記載した，各要件に対して設計していく．

ザの数を数えることで求め，この人数をカバー範囲の面積
で割ることで群集密度を求める．ビーコンを設置できない

2.2.1 設備の制約条件の充足

箇所も存在するため，空間内挿によりビーコン地点間の混

大規模イベントは大規模な屋内施設で実施されること

雑度を求める．さらに，スケーラビリティ向上に向け，最

が多い．例えば，東京近郊であれば，幕張メッセ*3 や東京

も近いビーコンを検出するための受信電波強度の判定処理

ビッグサイト*4 ，東京国際フォーラム*5 などがある．これ

をアプリ側に切り出し，サーバ側ではその情報をもとに，

ら設備を利用した個別のイベントにおいて新たな設備を設

各ビーコンに近接している人数を算出する機能分担を設計

営することは難しい．

した．そして，混雑度に応じて濃淡を変化させ，イベント

混雑度を計測するための各ユーザの位置測位手段として

会場の地図上に重畳した混雑度マップを生成する．2 日間

は，各ユーザのスマートフォンの GPS 情報や，Wi-Fi 情

で来場者が約 5 万人の大規模なイベントで本サービスを提

報，BLE 情報から位置を計測する手法が存在する．さら

供した．群集密度表示については，イベント運営者に実態

に，監視カメラ映像やレーザセンサから人数を割り出す手

と混雑度マップを比較いただき，実態と差異がなかったと

法も存在する．各ユーザから GPS 情報を取得する手法は，

いう評価をいただくことができた．機能分担したアーキテ

屋内で利用する目的のため採用できない．一方，Wi-Fi は

クチャについては，各アプリからのビーコン電波受信ログ

屋内で利用可能であり，各アクセスポイント（以下，AP）

のアップロードに対して処理が積堆することなく，かつ，

に帰属したユーザのスマートフォンの位置を把握可能であ

リアルタイムに処理を完了させることができた．

る [11]．AP ごとに帰属した人数を混雑度として計測する

今までのイベント運営では，運営スタッフ間の無線トラ

ことも可能である．イベント施設において，Wi-Fi の AP

ンシーバによる声の伝達と，数台の監視カメラによる混雑

は設置済みの場合が多い．しかしながら，混雑監視したい

状況の把握を行っていた．混雑度マップを表示するディス
*3
*1
*2

Bluetooth Low Energy
http://dwango.co.jp/
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エリア周辺に AP が設置されていない場合もあり，かつ，

コンを設置できないエリアの混雑度を推測する必要がある

場所に依存して新たな AP の設置ができない場合や AP へ

ため，空間内挿を実施する．ビーコンカバー範囲の混雑度

給電するための電源確保が困難な場合もあり，追加設置が

から，ビーコン間の混雑度を推定する空間内挿法として，

困難な場合がある．

本研究ではガウス過程回帰 [10] を利用した．

混雑度把握手法として監視カメラを利用し，カメラで撮

2.2.3 大規模データのリアルタイム処理
表示する混雑度のリアルタイム性を高めるため，来場

影された画角内の人数を把握する手法がある [3], [4], [5]．
しかしながら，この手法ではフレームに映っていない群集

ユーザのアプリから頻度高くビーコンイベントログデータ

の人数を把握できないため，重要な箇所の監視もカメラを

を収集する必要がある．一方で，大規模なイベントを想定

複数台設置しなければならず，新たな設備の設置が必要と

した際，来場ユーザからの BLE データのアップロードの頻

なってしまう．レーザセンサの利用についても，設置に関

度が高くなればサーバ側の処理負荷が高くなる．そして，

する課題は同様である [6], [7]．

来場ユーザが所有するスマートフォンの電池消費にも影響

BLE は，ビーコンという安価，かつ，小型の設備で位置

が出る．

情報サービスを提供できる．ビーコンは電池内蔵タイプで

本研究では，来場ユーザの電池消費とリアルタイム性を

あっても軽量で小型（図 2）のため，柱等に貼付するだけ

考慮し，1 分間隔でアプリから BLE データをアップロード

でサービスを提供できる．各ユーザのアプリから，ビーコ

することとした．複数種類のスマートフォン端末を利用し

ンの電波受信情報を収集することで，ビーコン周辺にいる

た事前検証により電池消費にも大きな影響がないことを確

ユーザの数を把握することが可能となる．

認した．そして，1 分間隔のアップロードについて，大規

本研究では，ビーコンを会場内に配置し，かつ，ビーコ

模なイベント運営に携わる企業の社員に確認し，突発的に

ンからの電波を受信しそのデータをアップロードするアプ

混雑が発生したとしても 1 分以内の遅延であれば対処可能

リを来場ユーザに提供し，各アプリからビーコンの受信電

であり，運用上問題ないことを確認いただいた．
サーバの設計に向けて，大規模イベントの来場者を想定

波情報をサーバ側で収集することで，ビーコン周辺の人数
を把握することとする．

した．1 日の混雑がピークの時間帯の同時最大来場者数を

2.2.2 混雑指標の利用

4 万人と仮定して，その来場ユーザ中，アプリをインストー

アプリインストールユーザの数え漏れがないよう，任意

ルする来場ユーザの割合を 50%と想定した．アプリインス

の点で少なくとも 1 つのビーコンからの電波を受信できる

トールユーザ 2 万人が一斉にアップロードすることを想定

ようビーコンを配置する．アプリでは，ビーコンから出力

し，サーバ構成は図 1 のような構成とした．来場ユーザか

される電波を複数受信する．受信した複数のビーコン地点

らのアップロードの対応のため，メモリ 8GB/CPU4 コア

に対して，各電波の受信強度で重みを与え，その上で，各

のサーバを 4 台用意した．受信したログは DB サーバに書

地点の重心を求めることで，そのユーザがいる地点を簡易

き込まれる．そして定期的なバッチ処理で，各ビーコンご

的に推測する手法も存在する．その他にも，電波強度の変

との人数を判定する．そして空間内挿を実施し，色の濃淡

化に対応可能な手法 [8], [9] 等，受信電波情報から位置を測

に変換して濃淡の画像を作成する．作成された画像は表示

位する手法は様々提案されている．これらは，各アプリイ

用 Web サーバに書き込まれる．そして，来場ユーザや運

ンストールユーザの位置を把握できるため，各ユーザの移

営者からの混雑度マップ取得に応じて，最新の色の濃淡画

動軌跡も把握できる．したがって，各ユーザの移動傾向を

像が取得され，クライアント側で地図と重畳し混雑度マッ

見るマーケティング等に活用できる．本研究では，各来場

プが表示される．

ユーザの移動軌跡を求めるのではなく，混雑リスク対応に

事前性能検証により，想定来場者から一斉にアップロー

向けた混雑度を求めることが目的である．混雑度は，1.1

ドするタイミングが重なったと仮定した負荷試験を実施し，

節で示したように群集密度（人 /m2 ）が利用されている．

エラーが発生せず全てのログを処理し混雑度マップに反映

したがって，本研究では，各ビーコンにおいて，混雑度を

できていることを確認した．本処理は，混雑度を表示する

計測する範囲を求め，その範囲内にいるアプリインストー

会場地図とビーコンの位置の情報を変更することで様々な

ルユーザの数を求める．そして，各ビーコンがカバーする

イベントに対応可能であり，汎用性が高いシステムとなっ

領域の面積で割ることで，群集密度を求めることができる．

ている．

会場全域に対して各ビーコンがカバーする領域はボロノイ
分割により求める．

2.3 混雑度計測における機能分担

ビーコンを多くの地点に設置することで，各ビーコンが
カバーする領域も小さくなり，混雑度も粒度細かく表示す

来場ユーザのアプリにて，ビーコンの電波を受信する．
ビーコンは O2O*6 サービスで利用されることが多い．O2O

ることができる．しかしながら，イベント運営の中でビー
コンを設置できないエリアも存在する．したがって，ビー
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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運用者

来場ユーザ

インターネット
ロードバランサ

ロードバランサ

DMZセグメント

表示用Webサーバ×2台
4core/8GB/150GB

データ受付サーバ×4台
4core/8GB/150GB

可視化サーバ×3台
4core/8GB/150GB

DBサーバ×2台
32core/128GB/2TB

内部セグメント

図 1 サーバ簡易構成図

図 2

利用したビーコン（大きさの比較のため 10 円玉と撮影）

2.3.2 サーバ側の処理
サーバ側では，各アプリからのアップロードを受信した
際，データ受付サーバ（図 1）は，即時的に DB サーバ（図

1）にログを書き込む．可視化サーバ（図 1）であらかじ
め設定された時間ユニット分のデータを DB サーバから抽

サービスでは，あるビーコンに近づいたことを検知したタ

出する．アプリごとにその時間ユニットの間で最新の近接

イミングで，その検知イベントに応じて何らかの情報提示

ビーコンを抽出する．その結果，各ビーコンに近接した人

を行うことが一般的である [12], [13]．本研究でのビーコ

数を算出可能となる．ビーコンに近接した人数を，各ビー

ンの利用用途は，群集密度の取得である．O2O サービス

コンがカバーする領域の面積をボロノイ分割により求め，

のように，ある地点に近づいたことだけを検知するために

混雑度（人 /m2 ）を求める．

は，各ビーコンの出力電波を抑えて，複数のビーコンの電

そして，このビーコンカバー範囲の混雑度から，ガウス

波を受信しないような工夫がされる．しかしながら，人数

過程回帰を利用して，ビーコンを設置できなかった地点の

の取得では，会場内でカバー範囲に漏れがないように，電

混雑度を計算していく．最終的に，事前に想定した会場内

波が重複するように設置位置と出力電波を調整する必要が

のインストールユーザの割合から割り戻すことで，最終的

ある．その結果，来場ユーザのアプリでは，任意の地点で

な混雑度を出力する．混雑度に応じて色のグラデーション

複数のビーコンの電波を受信する．近接しているビーコン

をあらかじめ定義しておくことで，図 3 のようなグラデー

を求めるためには，受信した複数の電波の内，最大の電波

ションの図を表示することが可能となる．

強度を受信したビーコンを計算する必要がある．
想定 4 万人の来場ユーザが受信した電波のログに対し
て，各ユーザにおける最大受信電波を算出し，近接ビーコ

3. 評価
3.1 実験環境

ンを求める処理は計算量が多く，収集したサーバ側で処理

ドワンゴ社主催の大規模イベントである “闘会議 2016”*7

するにはリアルタイム性を損ねる．したがって，スケーラ

（2016 年 1 月 30 日，31 日）に本サービスを適用した．本

ビリティ向上に向け，各ビーコンから受信した電波の内，

イベントの総来場者数は 4.76 万人であった．イベントは，

近接しているビーコンを求めるために最も強い電波を受信

千葉県幕張市にある “幕張メッセ” のホール 1 からホー

したビーコンを算出する処理はアプリ側に切り出す設計と

ル 6 を利用して行われた．1 ホールの大きさは 6,750m2

した．

(=112.5m× 60m) となっている [14]．会場内に設置した

2.3.1 アプリ側の処理

ビーコン（図 2，StickNFind 社製）の数は約 200 である．

アプリ側で受信した電波の内，最大強度の電波を求める

大まかには 10m 間隔程度で設置するよう設計した．全て

計算は，新たなビーコンの電波を閾値以上の強度で受信し

のビーコンにおいて，1 秒間に 5 回，最大送信電力（+4

たときと，受信していたビーコンの電波強度が閾値以下に

dBm）で電波を出力するよう設定した．アプリにおいて電

なったときのタイミングで計算する．前述のように，アプ

波の受信環境を良くするためである．

リは 1 分に 1 回ビーコンのイベントログを定期的にサー

混雑度を 10 段階に分け，色のグラデーションにより表

バにアップロードする．ビーコンのログは，電波を受信し

現した．もっとも濃い色は混雑度 1.25 人 /m2 以上であり，

たビーコンの ID とその電波強度である．また，アプリ側

危険な状態ではないが危険な状態になりうるということを

で計算した，アップロード間隔中の近接ビーコン情報も送

示している（図 3）．

信する．あるビーコンの電波を受信していたが，あるタイ

混雑情報の収集に向け，ビーコン電波を受信するアプリ

ミングでそのビーコンに関するログがなくなっていた場合

をインストールさせる必要がある．闘会議では，来場ユー

は，そのビーコンから遠ざかったことをサーバ側で把握可

ザに対しても混雑度マップを提示した．来場ユーザ向け混

能となる．

*7

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

http://tokaigi.jp/2016/sp/ （2017 年 4 月 12 日確認）

4

Vol.2017-UBI-54 No.7
Vol.2017-CDS-19 No.7
2017/5/25

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 3

2016 年幕張メッセで開催された闘会議 2016 における 2016 年 1 月 31 日 13:50 のイベ
ント運営者向け混雑度マップ

3.2 実験結果
3.2.1 混雑度表示の正確性評価
本サービスでは，混雑リスクの対応に向けて，ビーコン
がカバーする範囲の群集密度を求め，ビーコン地点間の混
雑度を空間内挿により求めた．求めた混雑度を地図に重畳
して表示する混雑度マップを作成した．この混雑度マップ
における混雑度の表示の正確性を評価する．正確性を評価
するため，まず会場内の任意のエリアで人数の数え漏れの
発生有無を検証するため，イベント期間中に電波強度を測
定する実験を行った．一般的に 2.4GHz 帯の電波は人体の
影響を受けるため，混雑時は受信電波強度も弱くなる．実
験は，最も混雑している時間帯に 5m おきに受信する電波
強度を測定した．展示ブースの造形物等により，測定が不
可能な箇所を除いた全 691 地点の測定において，目標とす
る閾値以上の電波を受信しなかった “圏外” 地点の数は 0
であった．最も混雑していた時間帯での計測で問題なかっ
たため，イベント期間中の全時間帯において，任意の地点
で，閾値以上で電波が受信できる環境だったと考えられる．
図 4 来場ユーザ向けアプリにおける混雑度マップ

次に，表示された混雑度マップと実際の混雑度を比較す
ることで，表示の正確性を評価した．大きなブース造形物
が設置されなかった，イベント開始前の待機列発生場所
（幕張メッセのホール 1）と混雑度の可視化結果を比較し

雑度マップは，自分がいる現在地も表示され（図 4 中の二
重丸記号）
，かつ，右下のトグルボタンで混雑度表示をオフ
にすることも可能とした．

た．比較結果は図 5，6，7 である．
空間内挿においては，基準点が極大点と判断される場合
が多い．したがって，ビーコンを設置した地点が極大とな

本アプリでは，その他にもビーコンを利用した機能が用

る．待機列用に準備された幕張メッセのホール 1 は，ビー

意されていた．近辺にいる人同士がチャットすることがで

コンを貼付できる造形物がないため，壁面に設置した．そ

きるようになる “近距離チャット” 機能と，ビーコンによっ

の結果，図 5，6，7 のように，壁際が極大となり，同様に

て把握できた位置を利用したゲームである “謎解きゲーム

プロジェクタ設置用の構造物（ホール 1 中心あたりに設置）

機能” である．この結果，約 10%の来場ユーザにアプリを

周辺も極大となっていた．

インストールいただき，この人数の位置情報を収集するこ

上記含めてイベント運営者であるドワンゴ社の社員の

とができた．
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

5

Vol.2017-UBI-54 No.7
Vol.2017-CDS-19 No.7
2017/5/25

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 5

5:30 時点（開場 4.5 時間前）

図 8 イベント運営者向け混雑度マップを表示したディスプレイ

方々に確認してもらったところ，イベント運営上十分とい
う判断をいただき，期間通しても実態と差異がなかったと
いう評価をいただいた．アプリインストール率は全来場
ユーザ中，約 10%であったが，この程度のインストール率
でも実態を反映できることを確認することができた．
そして，2 日間のイベント中に，約 120 万回のビーコン
ログイベントがアップロードされた．その 1 回のアップ
ロードでは，1 分間のログがアップロードされるため，全
ビーコンログは 2 日間で約 1,900 万件であった．受信した
全ログデータの処理をエラー率 0 で処理を完了することが
できた．設計したサーバとアプリの機能配備において，2
日間処理が積堆することなく，アプリの電池消費に関する
クレームもなかった．

3.2.2 イベント運営者向け混雑度マップの利用結果
図 6

8:30 時点（開場 1.5 時間前）

運営者向けに，運営本部に図 8 のようなディスプレイを
用意し，いつでも見える位置に設置していただいた．混雑
度マップの内容を事前に説明した．イベント終了後，ドワ
ンゴ運営本部で運営に携わっていたドワンゴ社社員 4 名に
対して，混雑度マップに関する感想をヒアリングした．そ
の結果，以下の回答を得ることができた．

“従来は数台の監視カメラに映っている範囲の混雑状況
を把握し，監視カメラに映らないエリアの混雑におい
ては，トランシーバで混雑度の情報をやり取りしてい
た．本サービスによって，会場全体の混雑度が可視化
されることで混雑状況を俯瞰的に把握できるように
なったことは，非常に有効だった．”
このヒアリング結果から，混雑度の可視化がイベント運
営に有効であることを確認することができた．

4. 将来課題
図 7

9:30 時点（開場 30 分前）

混雑予測
混雑度として，現在のタイミングでの混雑度を表示して
いるだけでは，突発的な混雑に対して適用することが難し
い．現在の混雑度を表示するだけでなく，未来の混雑を予
測し，予測した混雑度をイベント運営者に提供することで，

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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会を高める目的で，1 秒間に 5 回，最大送信電力（+4 dBm）
で電波を出力したためである．電池が切れたビーコンが混
雑しているエリアにある場合，混雑度マップ上では混雑表
示がされているエリアにおいて，そのビーコンの周辺だけ
穴が開いたように人がいない表示となってしまう．
会期中は，上記事象が発生した場合，すぐにビーコンを
取り替えたが，今後は，ビーコンの疎通確認等の管理手法
を取り入れ，電池切れだけでなく故障等も即時的に検知で
きる仕組みを取り入れていきたい．
図 9 人流誘導に向けた壁面への混雑情報をプロジェクションした
イメージ

5. おわりに
本研究では，イベント会場における混雑度を即時的に把
握・可視化することで，イベント運営者に混雑リスクの注
意喚起をさせることを目指した．イベント会場内の混雑度

回のみ：23.7％

1

の取得のため，会場内にビーコンを設置し，来場ユーザの
スマートフォンアプリで取得したビーコン電波情報をサー
バで収集することで会場内の混雑度を計測した．ユーザ数

回：17.3％

2

回：
％

3
11.7

図 10

～ 回：

4 8
29.5%

回以上：

9
17.8%

の数え漏れがないよう，会場の任意の点でいずれかのビー

複数回利用76.2％

混雑度マップ利用回数の内訳

コンからの電波を受信できるようビーコンを配置した．本
研究では，混雑リスクの対応に向けて，混雑度の指標とし
て用いられる群集密度を求めた．ビーコンがカバーする範
囲内の人数は，そのビーコンの電波を最も強く受信した

より先見的に混雑リスクに対応することができると考えら

ユーザの数を数えることで求め，この人数をカバー範囲の

れる．我々は既にこの混雑予測についても開発を行い運用

面積で割ることで密度を求める．ビーコンを設置できない

を行っている [16]．効果について引き続き検証し今後報告

箇所も存在するため，空間内挿によりビーコン地点間の混

を行う．

雑度を求める．スケーラビリティ向上に向け，受信電波強

人流誘導

度の判定処理をアプリ側に切り出した．2 日間で来場者が

混雑予測が可能となった際，混雑する場所に群集を行か

約 5 万人の大規模なイベントで本サービスを提供したとこ

せないことができれば，混雑を未然に防ぐことが可能と

ろ，群集密度表示については，イベント運営者に実態と混

なる．

雑度マップを比較いただき，実態と差異がなかったという

今回，来場ユーザ向けに混雑マップを提供した．その結

評価をいただいた．機能分担したアーキテクチャについて

果，総来場者の内，約 10%のユーザにインストールいただ

は，アプリからの全 120 万件のビーコン電波受信ログの

いた．その中で，60.8%のユーザがヒートマップを少なく

アップロードに対して，エラー率 0 で処理を完了させた．

とも 1 回利用していた．また，利用ユーザ中，76.2%のユー

さらに，運営者から，混雑度を俯瞰的に把握できるように

ザが複数回利用していた（図 10）．地図を提供することで

なったことの有効性が評価された．

多くのユーザに利用いただけるため，地図機能をベースに

本実験では，イベント運営者が事前に想定しなかった混

ユーザに適した誘導情報を提供することで，個人の誘導も

雑が発生するという事象は発生しなかった．全てイベント

可能と考えられる．

運営者が事前に想定した通りの混雑であった．しかしなが

さらに，サイネージデバイスやロボット等を活用して，

ら，運営者にとっては現状の混雑度を正確にメンバ間で共

人流自体を制御する手法についても検討を行っている．現

有でき，想定しなかった混雑が発生した場合も即座に検知

在，我々は混雑情報を，群集から見える壁等にプロジェク

できるため，イベント運営者にとって有効であると考えら

ションすることで，混雑していないエリアに移動を促す施

れる．本システムは，同じサーバ構成にてドワンゴ社主催

策の効果を実験している（図 9）
．個人と群集のそれぞれの

の “超会議 2016” でも運用を行った．2 日間で約 15 万人の

誘導について今後も検討していくとともに，効果について

来場ユーザからのアップロードにもエラー率ゼロで処理を

検証し今後報告を行う．

完了させることができた．この運用においては地図とビー

ビーコンの管理

コン（約 600 個設置）の位置情報を変更しただけの対応で

イベント会期中，ビーコンの電池切れが多発した．電池
切れの原因としては，アプリ側でのビーコン電波の受信機
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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