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都市環境における３次元空間上の Wi-Fi データベースの構築
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はじめに

東京オリンピック・パラリンピック開催を 2020 年に控
え，パブリックスペースにおける Wi-Fi の可用性向上や
ユーザビリティ強化に向けた動きが活発となっている．一
方で人口集中都市の中心部ではオフィスの集中，屋外用
Wi-Fi アクセスポイント (AP) の無秩序かつ過密な設置，
モバイルルーターの急増などにより，AP 数とデバイス数
は増加の一途を辿っており，過密環境における混沌とし
た周波数利用状況に拍車をかけている．
このような過密 Wi-Fi 問題に対し我々は IEEE802.11a/g/n
など既存アーキテクチャの範疇で，各 AP の周波数再利用
を自律的に効率化させることを目標に，干渉環境センシ
ングのコンセプトに基づく AP チャネル選択により過密
干渉を制御する技術を開発している [1]．しかし，このよ
うな AP 間干渉回避技術の多くは固定設置型の AP 間の
空間利用率を向上することに主眼を置いており，スマー
トフォンや車載器 Wi-Fi のような移動型通信端末や，モ
バイルルーターのような移動型 AP などを含めた個々の
通信品質の向上を直接目指したものではない．
これに対し Wi-Fi 通信状況を観測して地点ごとにデー
タベース化し，Wi-Fi 接続品質予測に活用する試みもなさ
れている．特に近年はスマートフォンの普及によりデー
タ収集が容易になり，クラウドソーシングや war-driving
により Wi-Fi の電波強度地図を構築する手法が提案され
ている [2] [3]. その一方で，協力者の数や行動パターンに
よっては十分な観測密度が得られない地点も多く，都市
広域を面的にカバーする情報を観測データのみに頼るこ
とは現実的ではない．観測点間の補間などの技術も提案
されているが，特に都市部においては建造物による複雑
な地形により，観測地点の近隣地点でも電波状況が大き
く異なることも多い，したがって，十分でない観測数か
ら都市広域の電波状況を正しく推定する技術は未だ十分
でないといえる．
本研究ではスマートフォンユーザーによる Wi-Fi ビー
コンの観測データを集約し Wi-Fi 信号の受信電波強度を
地表面で推定する手法を提案する．提案手法では複数地
点における Wi-Fi ビーコンの観測情報と周辺の建造物の
地理情報からアクセスポイントからの電波が到来したと
推定される建造物表面上の仮想的な AP 位置 (電波発信
点) を推定する．その情報および建造物情報を用いて電波
伝搬シミュレーションを実施し，観測のない他地点の受
信信号強度 (RSS) を推定することで，各地点の RSS を得
る．スマートフォンを用いたデータ収集と提案手法によ
る推定を行うシステムを構築し，大阪大学情報科学研究
科周辺で観測を行い実際に電波強度地図を生成した．生
成した電波強度地図における RSS の推定値と実測値を比
較することで提案手法の精度評価を行った．またクラウ
ドソーシングにより大阪市内の Wi-Fi 観測データを収集
し，実際の都市環境における電波強度地図も構築しつつ
ある．[4]（図 1）．

図 1: 大阪市淀屋橋周辺での電波強度地図の可視化

図 2: 建物壁面上の AP 存在区画を推定

2

提案手法

提案手法では 2 段階の処理により電波強度地図を生成
する．第 1 段階では観測データに基づき，建物壁面上に存
在すると考えられる AP の存在区画を推定する．第 2 段
階では第 1 段階で得られた AP の存在区画内で，電波の
発信点位置を変更しながら電波伝搬シミュレーションを
行い，実際に得られている観測データと近いシミュレー
ションパターンを選択する．選択したシミュレーションパ
ターンにおいてシミュレーション上で観測地点周辺で面
的に得られる RSS から電波強度地図を生成する．
第 1 段階ではまず図 2 のように，観測地点周辺の建物
壁面を格子状に分割する．そして各区画に対して AP が
存在する尤度を計算し，最も尤度が高い区画の集合を AP
存在区画として求める．各区画の尤度は観測データから
得られる AP の存在空間および非存在空間を用いて算出
する．AP の存在空間はその AP のビーコンを観測した地
√
点を中心とする球の内部であり，半径 r は r =

λ
4π

0.01
v

により求める．
RSS が v であるとき，この半径は出力強度を-20[dBm]
と仮定した自由空間伝搬モデルから算出される AP から
の電波到達距離である．波長 λ は AP が 2.4GHz 帯を利用
する場合は 0.125[m]，5GHz 帯を利用する場合は 0.06[m]
とする．自由空間伝搬モデルは送信機と受信機の間に障
害となるものがない自由空間における RSS を推定するも
のであり，都市環境においては周辺環境のノイズや障害
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物，観測を行う人間の体などの影響により自由空間伝搬
損失よりも損失が大きいと考えられ，したがって自由空
間伝搬損失を前提としておけば，AP は存在空間内に高い
確率で含まれる．事前実験として，ある地点に AP を設
置し周囲の 115 地点で観測を行ったところ約 90%の地点
で AP が存在空間内部に含まれることが分かった．また，
AP の非存在空間はある地点において，推定対象の AP か
らのビーコンが観測されていないという情報を利用する．
非存在空間もその AP からのビーコンの非観測地点を中心
とする球の内部で表し半径は経験的に得られた 10[m] と
する．その範囲内には AP が存在しないと考えられる空
間であると見なす．推定対象の AP を観測した地点の集
合 P と，以上のようにして算出した AP 存在空間の集合
O および非存在空間の集合 O を用いて建物壁面上の区画
c の尤度 L(c) を式 (1) で計算する．

L(c) =

∑

intersects(c, o) −

o∈O

+

∑

∑

図 3: 電波強度推定・可視化システム

intersects(c, o)
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los(c, p)
(a) RSS の推定値と実測値の比較

p∈P

(b) 推定値の誤差

(1)
図 4: 電波強度地図の精度評価
ただし，

{

intersects(c, o) =
{
los(c, p) =

1
0

(c が o の内部)
(それ以外)

1 (c が p の見通し範囲内にある)
0 (それ以外)

第 2 段階では，第 1 段階で得られた複数の存在区画に
ついて，区画を変更しながら順に，区画の中心に電波発
信点を設置した場合の周辺での RSS をシミュレーション
により算出し，得られている実際の観測データ P との誤
差を計算する．全てのシミュレーション結果のうち最も誤
差が小さい位置を AP の電波発信点であるとし，その場
合の周辺の RSS から電波強度地図を生成する．このとき
P とシミュレーション結果の誤差は，シミュレーション
上での RSS と実際の RSS の dBm 値の絶対誤差の平均で
計算する．第 1 段階で算出した存在区画が建物の複数壁
面にわたる場合は，壁面ごとに 1 つの存在区画を選択し，
そこへ電波発信点を設置する．電波発信点位置のパター
ンすべてに対してシミュレーションを実行し，実測に近
いシミュレーション結果を取得する．ただしある AP の電
波発信点位置の高さはすべての壁面で同じであるとする，
また存在区画が複数の建物にわたる場合は，建物単位でシ
ミュレーションパターンの生成とシミュレーションの実行
を行い，電波発信点位置が複数の建物にわたることが無
いようにする．シミュレーションにはネットワークシミュ
レータ Scenargie と Fast Urban Propagation Module を
利用し，電波発信点の送信電力は −20[dBm] と設定した．

3

実験と評価

クラウドソーシングによるデータ収集と電波強度推定
システムを実装し（図 3），大阪大学情報科学研究科周辺
の電波強度地図を生成した．生成した電波強度地図にお
いて，設置した 4 基の AP（AP1〜AP4）について 50 地
点での実際の RSS と電波強度地図上の RSS を比較した
（図 3）．50 地点のうち AP1〜AP4 を観測した地点数は

それぞれ 6 地点，4 地点，8 地点，9 地点であり，27 通り
の観測数パターンのうち約 66%の 18 パターンで誤差が
±5[dBm] 以内に収まっていることが分かった．
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まとめ

本稿ではスマートフォンユーザーによる Wi-Fi ビーコ
ンの観測データをクラウドサーバーに集約し，都市広域
の Wi-Fi 信号の受信電波強度を 3 次元空間における地表
面で推定する手法を提案し評価を行った．また本システ
ムを用いて大阪市内の電波強度地図を構築中である.
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