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大規模屋外施設における
Wi-Fi パケットセンサへの影響と
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概要：Wi-Fi パケットセンサは，スマートフォンから送信されるプローブ要求を収集するセンサであり，
人数・移動経路の両者を推定・分析できる．しかし，プローブ要求は電波信号であるため，周囲の環境に
より送信範囲が変化する．特に，都市型・屋外型施設では，プローブ要求が同時に複数のセンサで観測さ
れる可能性が高く，また，施設外からの信号も多く観測されるため，施設内での人流分析に大きな影響が
出る．本稿では大規模環境を屋内と屋外，都市型と郊外型の 2 つの軸で分類した．Wi-Fi パケットセンサ
が不得意とする名古屋市にある都市型・屋外型施設である東山動植物園を対象に入園者推定を行った．ま
た，推定した入園者のデータをもとに，各ゲートの人数推定と入園者の移動経路推定を行い評価した．結
果として，滞在時間と移動数を用いることで，1 年間の入園者数の傾向を捉えることができた．また，よ
り正確な人数を推定するには，天気や曜日など，他のセンサデータと組み合わせる重要性が示唆された．
また各ゲートでの人数推定では，人の流量や歩行速度によって精度が変わり，特に，人の流量が少なく，
歩行速度が速い場所では，ユニークアドレスのみでは推定が困難であることが示唆された．移動経路推定
では，1 分ごとに RSSI 値が最大のデータを用いることで，園内でのもっともらしい移動経路を作成する
ことができた．
キーワード：Wi-Fi パケットセンサ，大規模環境，入園者判定，移動経路推定
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Abstract: The Wi-Fi packet human flow sensor is a sensor that collects probe requests sent from smartphones, and can analyze number of people estimation and tracing. However, since the probe request is a
radio signal, the transmission range changes depending on the surrounding environment. Especially in urban outdoor facilities, probe requests are likely to be observed by multiple sensors at the same time, and
many signals from outside the facility are also observed, which greatly affects the analysis of human flow
in the facility. In this paper, we classified large-scale environments into two axes: indoor and outdoor, and
urban and suburban. In addition, we estimated the number of visitors to the Higashiyama Zoo and Botanical Garden in Nagoya, which are urban and outdoor facilities where Wi-Fi packet sensors have difficulty
with analysis. As a result, we were able to capture the trend of the number of visitors during a year by using the time spent and the number of movements. In order to estimate the number of visitors more accurately, it is important to combine other sensor data such as weather and day of the week. The accuracy of
estimating the number of people at each gate depended on the flow rate of people and their walking speed,
suggesting that it was difficult to estimate the number of people at each gate using only unique addresses,
especially when the flow rate was low and the walking speed was high. In the estimation of movement
paths, we were able to create a plausible movement path in the park by using the data with the largest
RSSI value per minute.
Keywords: Wi-Fi packet human flow sensor, large-scale environment, visitor determination, tracing
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はじめに

近年，人々の行動把握の重要性が高まっている．特に，

本稿では，日本有数の面積を誇る都市型動物園である東
山動植物園に 35 台のセンサを設置し，約 1 年半にわたる
観測調査を行った．東山動植物園内での人流を分析するた

2020 年からの COVID19 の影響により，人の密集度や移

めに，入園者推定を行った．さらに，推定した入園者の

動履歴は，マーケティングの向上や新たな需要の発掘，ま

データを用いて，各ゲート付近での人数推定と移動経路推

た感染の予防や対応策につながる重要な情報となってい

定を行い，実データと比較，評価をした．入園者推定で

る．それに伴い，人の密集度や移動履歴の両方を計測でき

は，ノイズとなる非入園者のデータを除くため，滞在時間

る Wi-Fi パ ケ ッ ト セ ン サ が 注 目 さ れ て い る． ス マ ー ト

と移動数に閾値を設け，その値を満たすデータを入園者と

フォンなどの端末は Wi-Fi 基地局との接続を行うために，

みなした．この手法により，非入園者のデータを除き，1

数秒から数分程度の間隔でプローブ要求をブロードキャス

年間の入園者数の傾向を捉えることができた．しかし，1

トしている．Wi-Fi パケットセンサは，このプローブ要求

日単位で見ると，日によって実際の入園者数に対し，推定

に含まれる MAC アドレスデータを収集することで人流分

した入園者数の割合が大きく異なった．より正確に入園者

析を行うことができる．Wi-Fi パケットセンサは，電源さ

数を推定するには，天気や曜日といった他の異種データと

えあれば設置可能なため，低コストで人流計測を行うこと

組み合わせることが重要であることが示唆された．また，

ができ，これまでに，一般道路や高速道路における交通流

各ゲートでの人数推定では人の流量が多く，歩行速度が比

動解析 [1]，都市圏レベルの広域な観光地や市街での人々

較的遅い場所では，人数の推定は可能であった．一方で，

の分布や流動 [2], [3]，商業施設や美術館といった屋内施設

人の流量が少なく，歩行速度が比較的速い場所では，観測

での滞留時間の把握や移動経路の推定 [4], [5] など行われ

されるデータが少なく，推定が困難であった．このデータ

ており，用途の幅が広く，実環境での商用化にむけ，国内

量の不足を解決するために，ランダムアドレスも考慮した

外問わず様々な環境で検証されてきた [6]．

新たな推定方法が必要であることを示した．また，移動経

Wi-Fi パケットセンサは様々な場所で活用されている

路推定では，同時に複数のセンサで観測されるため，現在

が，都市部に位置し，かつ屋外の環境では，以下のような

位置とは異なった場所にいるように見えてしまう．そこ

2 つの問題が想定される．1 つ目は，施設の利用者以外の

で，1 分ごとに RSSI 値が高いデータを使用し，移動経路

データも多く収集することである．都市部に位置する施設

を作成した．この手法により，自分が位置する可能性が低

の周囲では，交通や通行人など，施設の利用者ではない人

いデータを除くことができ，もっともらしい移動経路を推

が多く行き交っている．そのため，施設内に設置した

定することができた．また，より正確な移動経路を作成す

Wi-Fi パケットセンサは，施設の利用者ではないデータも

るには，歩行可能なマップ情報や歩行速度を用いる必要が

収集する．これは，施設内での行動を分析する際に，ノイ

あることが示唆された．

ズとして大きく影響を与えると考えられる．2 つ目は，同
時に複数のセンサで観測される可能性が高いことである．
プローブ要求は電波信号であり，現在位置を中心に同心円
状に数百 m 近くまで届く．そのため，送信範囲内に存在
する複数の Wi-Fi パケットセンサで観測され，端末が複
数のセンサ付近に位置するように見えてしまう．特に，動
物園や遊園地などの屋外施設では，屋内施設のような空間
を仕切る壁や障壁が少ないため，より遠くに位置するセン

本稿の貢献は以下の 3 点である．

・
・

Wi-Fi パケットセンサの設置環境を分類し，センサの
特性との関係性を整理した
大規模な都市型・屋外型施設において Wi-Fi パケッ

トセンサを 1 年半の期間設置し，その基本的な有効性
を検証した

・

都市型・屋外型施設において入園者推定，地点ごとの
人数推定，移動経路推定の精度を高める手法を構築

サまでプローブ要求が届き，利用者の位置推定に大きく影
響することが考えられる．しかし，都市部かつ屋外型の環
境において，これらの問題に留意し，Wi-Fi パケットセン
サの有効性に関する実証的な研究・調査は行われていない．

し，実験により評価・考察を行った

2.

Wi-Fi パケットセンサと環境の分類

本章では，Wi-Fi パケットセンサと環境の分類について
述べる．2.1 節では，Wi-Fi パケットセンサの仕組みにつ

1

2

3

a)

名古屋大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering, Nagoya University, Nagoya,
Aichi 464–8603, Japan
名古屋大学社会創造機構
Institues of Innovation for Future Society, Nagoya University,
Nagoya, Aichi 464–8603, Japan
株式会社社会システム総合研究所
Jriss: Japan Research Institute for Social Systems, Osaka 550–
0002, Japan
daichi@ucl.nuee.nagoya-u.ac.jp

© 2022 Information Processing Society of Japan

いて説明する．2.2 節では，分析の対象となる環境の分類
を行う．2.3 節では，分類した各環境における，Wi-Fi パ
ケットセンサの関連研究について述べる．
2.1
2.1.1

Wi-Fi パケットセンサ
プローブ要求

スマートフォンやノート PC などの Wi-Fi 機能を有する
13
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情報機器は，Wi-Fi 基地局と接続するために定期的にプ

るエリアから送信されたプローブ要求は，別のエリアに設

ローブ要求を送信している．このプローブ要求には，送信

置したセンサで観測される頻度が高い傾向にある．これ

端末固有の MAC アドレスやシーケンス番号などの情報が

は，送信元の端末の位置情報が容易に確定できないことを

含まれている．この通信の送信間隔は端末によって異なる

表しており，施設内の人の分布や，移動経路推定に大きな

が，およそ数秒から数分間隔で送信される．送信距離は送

影響が出ると考えられる．

信源の機器を中心に同心円状に広がり，数百 m まで届く．

また，プローブ要求の送信範囲の広さから，施設外から

また，近年では，機器固有の MAC アドレスにおける追跡

の信号を観測する場合がある．特に，都市部では，通勤な

を避けるため，ランダマイズ機能を有する端末が増えてき

どによる交通や通行人，周りの住民など，施設の利用者以

ている．この機能により，MAC アドレスが周期的にラン

外の流量が多いため，施設内に設置したセンサは，分析の

ダム化処理されたうえで送信されるため，異なるタイミン

対象外となるデータを多く収集してしまい，ノイズとして

グでのレコード間での同端末の特定が難しく，アドレスご

分析に大きな影響が出る．対して，温泉街など，郊外に位

との長期間の移動経路の推定が不可能になる．このランダ

置する施設では，都市部ほど利用者以外の人の流量が少な

ム化された MAC アドレスをランダムアドレス，ランダム

く，センサデータに含まれるノイズの割合が少ないと考え

化されていないアドレスをユニークアドレスと呼ぶ．

られ，分析に対する影響度が低い．上記を踏まえたうえで

2.1.2

Wi-Fi パケットセンサの仕組み

大規模施設を「屋内と屋外」，「都市型と郊外型」の 2 つの

Wi-Fi パケットセンサはスマートフォンから送信される

軸で分類し，図 1 に示した．先ほどあげた課題から，都

プローブ要求を収集する．プローブ要求には，MAC アド

市型・屋外型施設では，ノイズとなるデータを多く観測

レス，タイムスタンプなどの情報が含まれており，混雑度

し，また位置推定が難しく，Wi-Fi パケットセンサが不得

や端末ごとの移動経路も把握可能である．本研究では，株

意とする環境である．本研究で対象とする東山動植物園

式会社社会システム総合研究所の Wi-Fi パケットセンサ

は，都市型屋外型施設に分類され，入園者以外に周りの住

（型番：DPS-ODJP）[7] を用いる．同センサは匿名性を確

民や交通，通行人などのデータを観測しやすい構造である

保するために MAC アドレスをハッシュ関数によって変換

ため，入園者の判定手法が必要になる．

処 理 し て い る． こ の 処 理 を 施 し た ア ド レ ス を AMAC
（Anonymous MAC）アドレスと呼び，匿名化の処理をし
たうえで表 1 に示すデータを保存する．ハッシュ関数は

2.3
2.3.1

関連研究と事例
都市型・屋内型施設での研究

週単位で変更されるため，長期に渡り継続した同一ユーザ

高柳ら [8] は，Wi-Fi パケットセンサを大阪の地下街に

認識は不可能であるが，少なくとも週単位で個々のユーザ

設置し，通行人を対象とした移動経路の生成を行った．プ

端末を識別できるため，人の流動などを把握することが可

ローブ要求の送信間隔は，30 秒から数分とまばらであり，

能となっている．

Wi-Fi パケットセンサの観測領域内にいても，観測されな
いことがある．この間欠性を考慮した移動時系列データを

大規模施設の分類と Wi-Fi パケットセンサへの影響

生成するアルゴリズムを提案した．Fang-Jing Wu [9] ら

プローブ要求の送信範囲は最大で数百 m だが，周囲の

は，ニュージーランドのウェリントン駅構内において，通

2.2

環境により，その範囲は大きく変動する．たとえば，屋内

行人を対象に，混雑度の推定を行った．Wi-Fi パケットセ

施設のように，エリアごとに壁などで仕切られた環境で

ンサでは，通勤時間帯などのピーク時による変化を動的線

は，送信範囲は狭まる傾向にある．そのため，あるエリア

形回帰を適用し，推定を行った．Hande Hong ら [10] は，

から送信されたプローブ要求は，別のエリアに設置したセ
ンサで観測される頻度は低い．対して，屋外施設のよう
に，開けた空間では，送信範囲が広くなる傾向にあり，あ

表1
Table 1

Wi-Fi パケットセンサデータ
Wi-Fi packet flow sensor data.

図1
Fig. 1
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美術館において，来場者を対象に，各エリアでの滞留時間

山動植物園における入園者の判定と，入園者の移動経路の

と移動経路の推定を行った．美術館は飲食店が立ち並ぶ通

推定を行い，評価を行った．

りの近くにあるため，歩行者のプローブ要求も取得する．
来場者の判定方法として，RSSI 値の閾値を設けることで
対処した．
2.3.2

郊外型・屋内型施設での研究

望月ら [11] は，大阪電気通信大学四条畷キャンパスに
10 台のセンサを設置し，人流解析の実証実験を行った．

3.

対象環境と分析手法

本章では，入園者の分析手法について述べる．3.1 節で
は本実験での対象環境について説明する．また，3.2 節で
は入園者の推定方法，3.3 節では Wi-Fi パケットセンサか
ら移動経路の推定方法を述べる．

キャンパスは大阪平野を一望できる高台に位置し，キャン
パス外からの信号が届きにくい環境である．この実証実験
において，各建物間での人流の傾向を把握できることを確
認した．
2.3.3

郊外型・屋外型施設での研究

壇辻ら [12] は，奈良県長谷寺参道において，観光客の

3.1

東山動植物園

本研究では，名古屋市が運営する東山動植物園を対象と
する．東山動植物園は 59 ha の敷地面積を有し，年間 250
万人近くの人が来園する日本最大級の動植物園である．園
内は，南側動物園，北側動物園，こども動物園，植物園，

滞在時間に着目し，回遊行動の分析を行った．長谷寺参道

遊園地，スカイタワーなどのエリアに区切られ，スカイタ

は郊外に位置し，Wi-Fi パケットセンサで観測されるデー

ワー以外は一旦入場料を支払えば，回遊が可能である．ま

タは，観光客と地域住民・従業員がメインである．数日に

た，園内に土産屋やレストラン施設などが複数地点に存在

わたって観測された MAC アドレスを地域住民・従業員と

する．南側動物園，北側動物園，こども動物園，植物園は

みなし，除去したうえで，観光客の滞在時間に関する基本

一般道路によって区切られている構造になっており，それ

特性の把握できることを確認した．

ぞれ高架橋により一般道路を横切ることができる．東山動

2.3.4

都市型・屋外型施設での研究

植物園のマップを図 2 に示す．同園は，その敷地面積の

大野ら [13] は豊田市駅周辺において，Wi-Fi パケットセ

広さから 6 箇所の出入り口ゲートが存在し，入園者はどの

ンサの設置条件におけるデータの捕捉率を定義し，歩き方

ゲートからも出入りが可能となっている．また，同園に訪

並びに設置条件からデータ収集の特徴を確認している．高

れるには自家用車の他，西側の正門に近い地下鉄東山公園

い位置の設置，屋外設置，道路幅員が広い場合に Wi-Fi

駅と，北東の星ヶ丘門に近い地下鉄星ヶ丘駅を利用するこ

パケットセンサの射程距離が長くなること，遠くまで受信

とができる．複数の有力な交通手段，出入り口が存在する

することは利点であるといえるが，意図したデータが収集

一方，その広さから入園者の園内での行動は把握しづら

できない可能性があることを指摘した．そして，設置に

く，行動パターンを抽出し，園内運営の効率化が求められ

は，周辺環境の違いや人が集中する箇所の事前把握が必要

ている．

であることを示した．また，白林ら [14] は，横浜みなと

我々は Wi-Fi パケットセンサを 2019 年 11 月初旬に東

みらい 21 に 5 つのセンサを設置し，来訪者を対象とした

山動植物園に 35 箇所設置した．設置するにあたり，セン

移動および滞留状況の回遊特性を統計的に分析した．来訪

サ自体にデータ収集中のステッカー（図 3）を貼り付ける

者のデータを抽出するため，1 週間のうち 3 日以上観測さ

とともに，収集データに関する説明やプライバシポリシ，

れたアドレスを地元住民または就業者とみなし，除去した

オプトアウトのための問い合わせ先などが記載されたホー

うえで分析を行っている．
しかし，都市部に位置する，動物園や遊園地といった入
園者を対象とする屋外施設では，地域住民や従業員の他
に，通勤や入場目的でない通行人や交通のデータが多くセ
ンサに観測される．そのような環境で，入園者の推定を行
い，そのうえで施設内の人の分布や移動経路推定の検証は
行われていない．
2.4

本研究の動機と目的

本研究では，屋外かつ都市部に位置する施設において，
ノイズとなるデータのフィルタリングと人流分析を行い，
Wi-Fi パケットセンサデータの有用性について検証するこ
とを目的とする．具体的には，愛知県名古屋市が運営する
東山動植物園に 35 台の Wi-Fi パケットセンサ設置し，東
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東山動植物園のマップ
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図4
Fig. 4

図3
Fig. 3

た．この滞在時間と移動数に閾値を設け，その値を満

センサ設置とステッカー

たしたアドレスを入園者とみなした．

Sensor Installation and Stickers.

ムページへのリンクを掲載している．なお，設置にあたっ

移動系列データの作成

Creation of Moving Series Data.

移動経路推定

3.3

ては名古屋大学未来社会創造機構の倫理委員会の審査を得

プローブ要求の送信範囲は数百 m までに及び，同時に

た．データの収集期間は，設置した当初から 2021 年 8 月

複数のセンサで観測されるため，複数箇所に存在している

現在まで収集を継続している．

ように見えてしまう．そこで，図 4 のように，AMAC ア
ドレスの時系列データを 1 分ごとにサンプリングし，その

3.2 入園者推定

時間幅で RSSI 値（受信強度）が最大であるデータを用い

本研究が対象とする東山動植物園は，2.2 節で述べたよ

る．これにより，1 分間での位置が決定する．また，1 分

うに都市型・屋外型施設としての課題として，ノイズ（非

間でどのセンサでも観測されていない場合，端末がプロー

入園者）となるデータが多いことが挙げられる．そこで，

ブ要求を送信しなかったと考えられ，どこにいたか分から

入園者以外のデータを除去するために，以下の処理を行う．

ないため，X の文字で代用する．これにより作成された文

( 1 ) ユニークアドレスの抽出

字列のデータは，1 文字 1 分の時間を有していると考えら

ランダマイズ機能を有する端末は，一定期間で MAC

れ，たとえば「AAAAA」といったデータがみられた場

アドレスを変換してしまうため，その端末がどのよう

合，センサ A の付近に 5 分滞在していたと見なすことが

に行動しているかが分からない．また，同じ端末から

できる．最後に，X の省略，連続した文字を 1 文字に省略

送信されたデータを異なる端末からのデータとして

することで，センサ間の移動系列データを作成することが

扱ってしまうため，入園者数を推定する際，重複して

できる．

しまう恐れがある．そのため，本研究では，ランダマ
イズ機能を持たない端末のデータ（ユニークアドレ

4.

実験

ス）のみを用いることにした．なお，アドレスの判別

本章では，東山動植物園で計測している公式入園者数と

には，OUI（製品ベンダーコード）を使用する．6 オ

我々が実際に計測したデータをもとに，推定した入園者

クテットで構成される MAC アドレスのうち，上位 3

数，地点ごとの人数推定，移動経路の評価を行った．

オ ク テ ッ ト（24 bits）が OUI に あ た る． そ の う ち，
下位 2 ビットを G/L ビット，I/G ビットと呼ぶ．G/

4.1

L ビットが 0 の場合はユニークアドレスであり，1 の

4.1.1

場 合 は ラ ン ダ ム ア ド レ ス に な る． そ の た め，G/L
ビットが 0 のデータのみを抽出した．
( 2 ) 入園者推定

検証用データセットの構築
入園者数

東山動植物園では，日々の入園者数を，入場時に回収し
ているチケットの枚数をもとに集計している．一方で，中
学生以下の子どもは無料で入園でき，かつ年間パスポート

交通や通行人などの非入園者は，東山動植物園周辺を

を保有している人はそのパスポートを提示すれば入園でき

素通りすると考えられ，全体の観測時間や観測される

るため，集計した入園者数には含まれていない．そのた

センサ数が少ないと考えられる．一方で，入園者は東

め，実際の入園者数と計測した入園者数は多少異なる．こ

山動植物園内に長時間滞在し，かつ園内を回るため，

のことに留意したうえで，公式入園者数と本研究での手法

多くのセンサに観測されやすい特徴がある．そこで，

による入園者数とを比較するため，2019 年 11 月から 2020

各アドレスに対し，最初に観測された時間から最後に

年 12 月までの約 1 年間の公式入園者数データを用いた．

観測された時間を東山動植物園での滞在時間，観測さ

4.1.2

れた場所（センサ）の数を園内での移動数とみなし

© 2022 Information Processing Society of Japan
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表2
Table 2

公式入園者数と推定入園者数の相関係数

Correlation coefficient between official and estimated number of park visitors.

0.42 であった．それに対し，入場者推定を行った場合，ど
の閾値でも 0.9 以上と高い相関がみられた．また図 6 は，
相関が一番高い，滞在時間 30 分以上かつ 10 個以上のセン
図5
Fig. 5

入退場ゲート

サで観測されたアドレスを入園者と判定した場合における

Entry/exit gates.

推定入場者数と公式入場者数を比較したものである．紅葉
シーズンである 10 月，11 月での入園者の増加やコロナに

データとするため，2020 年 3 月 26 日（金曜日）と 27 日

よる減少など，入園者の傾向を捉えることができている．

（土曜日）の 2 日間で，東山動植物園のゲートである正門

また，コロナの影響により閉鎖した 4 月，5 月における推

（図 5a）と星ヶ丘門（図 5b）の 2 箇所で，30 分ごとに入

定入園者数は十数人であった．これは，施設の改修工事や

退場者数のカウントを行った．正門は入園者数の約半数が

点検する作業員が来ていることを踏まえると，非入園者の

利用する東山動植物園におけるメインゲートである．時間

データを除くことができたと考えられ，入園者推定手法の

帯によっては 1000 人近くの人が正門を通過する．対して

有効性がうかがえる．なお，推定入園者数は実際の入園者

星ヶ丘門は植物園エリアに設置してあるゲートであり，正

数の約 6% ほどであった．

門と比べて利用者が少ないといった特徴がある．

4.2.2

4.1.3

移動経路

入退場カウントデータとの比較

推定した入園者のデータを用いて，各ゲートでの入退場

我々は，園内での正確な移動経路を得るために，2020

者数を推定した．なお，各アドレスごとに，最初と最後に

年 11 月 13 日に，GPS 機能を有する端末を複数保持し，

観測されたセンサと時間をもとに入退場の判定を行った．

園内を回ることで，正解経路を作成した．実際の経路は，

図 7 は，正門と星ヶ丘門で実際に計測したデータと推定

南側動物園エリアにある正門をスタート地点とし，南側動

したデータを比較した図である．正門（図 7a，図 7b）で

物園→こども動物園→植物園といったコースである．

の入場者数は，午前中に多い傾向がある．また，推定した
入園者数も午前中にピークがあり，午後にかけて減少傾向

4.2 検証結果
4.2.1

東山公式入園者数との比較

にある．同様に，実際の退場者数と推定した退場者数は午
前から午後にかけて増加傾向にあり，退場者数の傾向を捉

滞在時間と観測されたセンサの数を用いて推定した入園

え る こ と が で き て い る． 対 し て， 星 ヶ 丘 門（図 7c， 図

者数を，約 1 年間分の公式の入園者数で比較し，評価を

7d）では，どの時間帯でも推定した入退場者数が 10 人未

行った．表 2 は，滞在時間とセンサ数の閾値を変化した

満であり，時間帯によっては 0 人と推定しているが，実際

際の，公式入園者数データとの相関係数を表している．な

にはそれ以上の入退場者数となっており，乖離が生じてし

お，制限なしとは，入場者推定を行っていない場合の相関

まっている．

係数である．入園者推定を行っていない場合，相関係数は

© 2022 Information Processing Society of Japan

17

情報処理学会論文誌

デジタルプラクティス

Vol.3

図6
Fig. 6

No.2

12–21 (Apr. 2022)

公式入園者数と推定入園者数

Official and estimated number of visitors to the park.

4.2.3

GPS データとの比較

図 8a は，GPS による正解経路である．赤い丸印は東山
動植物園に設置したセンサを表している．図 8b では，時
系列順に観測されたセンサ位置を結んだ経路，図 8c は，
RSSI 値が −80 以上のデータのみを用いた，時系列順の経

路， そ し て 図 8d は， 提 案 手 法 で 生 成 し た 経 路 で あ る．

（b）の経路と GPS による経路を比較すると，（b）の経路
では，北側動物園エリアに訪れている経路になっており，
実際に訪れた植物園エリアを含まない経路を生成してい
る．
（c）の経路では，（b）のようにエリア間を超えた移動
がみられないが，実際に訪れた，こども動物園エリアと植
物園エリアを訪れていない経路を生成している．（d）の
提案手法による経路では，
（b）と（c）の経路と比べ，エ
リア間を超えた移動がみられず，間欠性のない経路が生成
された．

5.

考察

本章では，4 章の結果をもとに考察を行う．まず，年間
を通じて比較的推定に成功した入園者推定に関して考察を
行い，次に入退場ゲートごとに推定精度に大きく差が生じ
た人数推定について考察を行う．最後に，移動経路推定に
関して考察を行う．
5.1

入園・非入園者判別

本研究が対象とした都市型・屋外型施設に位置づけられ
る東山動植物園では，当初の想定どおりノイズとなる非入
園者のアドレスが多く観測される結果となった．このよう
な環境では，滞在時間と移動数の 2 つの指標を用いること
で，非入園者のアドレスを除くことができ，さらに 1 年間
の入園者数の傾向を捉えることができ，有用性を示すこと
図7
Fig. 7

入退場者数

Number of visitors entering and exiting the park.

ができた．しかし，1 日単位で見ていくと，日によって入
園者数の抽出率が異なっており，14% 抽出できている日
もあれば，5% しか抽出できていない日もある．これはた
とえば，雨の日では入園者の移動数が少なくなり，非入園
者とみなされやすいといったことが考えられ，天気や季節

© 2022 Information Processing Society of Japan
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で，より正確な入園者数を推定することができると考えら
れる．都市型・屋外型施設においてその入園者推定精度を
高めるためには，Wi-Fi パケットセンサのデータのみなら
ず，他の異種データとの組み合わせが重要であることが示
唆された．
5.2

地点ごとの人数推定

今回，星ヶ丘門で入退場者数の推定がうまくいかなかっ
た原因として 2 つ考えられる．1 つ目は，人の流量の少な
さである．正門では 30 分間で 200〜1000 人と利用者が多
く，ゲートに設置したセンサで観測されるアドレス数が多
くなる．しかし，星ヶ丘門のように 30 分間で利用者が
100 人前後の場合，センサで観測されるアドレス数が少な
くなる．2 つ目の原因として，歩行速度が考えられる．
Wi-Fi パケットセンサがプローブ要求を観測するために
は，端末が Wi-Fi パケットセンサの受信範囲内にいると
きにプローブ要求が送信されなければならない．我々が入
退場者のカウントした際，正門では，家族やカップルな
ど，複数人で訪れる人が多く，また，園内の地図を確認す
るために，立ち止まる人が多くいた．対して，星ヶ丘門で
は，比較的リピーターの入園者が多く．ゲート付近を迷わ
ず，素早く通過する傾向があった．このように，観測対象
となる人の歩く速度や行動によって，データに観測される
数に影響されると考えられる．このように，星ヶ丘門のよ
うな人の流量が少なく，歩行速度が速いエリアでは，観測
されるアドレスが少ないため，人数を推定するにはデータ
が不十分になる．この問題を解決するために，ユニークア
ドレスだけでなく．ランダムアドレスを用いることでデー
タ量を増やすことができる．しかし，ランダムアドレスで
は入退場のタイミングが分からないため，今回のような入
退場者数を推定するには，別の手法を考える必要がある．
5.3

移動経路

RSSI 値が高いほど，センサに近く，信頼性の高いデー
タとなる．しかし，RSSI 値が低い場合，センサからの距
離が遠い可能性が高くなり，信頼性の低いデータとなる．
図 8b のように，すべてのデータを用いると，訪れていな
いエリアを含んだ，不正確な経路になった．一方で，図
8c のように，RSSI 値が高いデータのみで経路を作成する
図8
Fig. 8

移動経路
Travel route.

と，実際に訪れたエリアを含まない，間欠的な経路が生成
された．今回用いたデータのうち，RSSI 値が −80 以上の

データは全体の 16% であり，センサが設置してあるエリ
アにいても，RSSI 値が低い可能性が高い．そのため，今

などの要因が抽出率に大きく影響していると考えられる．

回のような間欠的な経路が作成されやすい．対して，図

そのため，1 日の実際の入園者数の精度をより正確に高め

8d で採用した，時間幅ごとに最大 RSSI 値を用いた方法で

ていくためには，1 日ごとに拡大係数を決めていく必要が

は，池を飛び越えるような経路が生成されてはいるが，訪

ある．この拡大係数を決めるには，天気や曜日，季節，イ

れていないエリアを含まず，間欠性のない経路を作成でき

ベントなどの項目を説明変数とし，回帰分析を行うこと

て お り，（b）と（c）の 経 路 と 比 べ， 一 番 正 確 な 経 路 で
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あった．これは，1 分間ごとに信頼性のある RSSI 値の高
いデータを採用することで，より正確な位置を推定するこ
とができる．また，1 分間に信頼性の低いデータしかない

[4]

場合でも，その中で RSSI 値が最大のデータを使用するの
で，間欠性のない経路が作成される．以上から，今回の移
動経路作成手法は，都市型・屋外型施設での入園者の行動

[5]

を推定するのに有効であることが分かった．より正確な経
路を作成するには，Wi-Fi のデータに加え，移動可能経路
情報と移動速度を考慮する必要があると考える．移動可能

[6]

な経路から，間欠的な経路の補完したり，移動速度から，
不正確な経路を修正できると考えられる．

6.

[7]

まとめ

本研究では，大規模環境の分類を行い，Wi-Fi パケット

[8]

センサへの影響と課題を整理した．そのうえで，Wi-Fi パ
ケットセンサが最も不得意とするであろう都市型・屋外型
施設である東山動植物園を対象に，入園者推定手法を提案

[9]

し，入園者のデータを抽出した．また，推定した入園者の
データをもとに，地点ごとの人数推定と移動経路推定を
行った．入園者推定では，滞在時間と移動数に閾値を設け

[10]

ることで，ノイズとなる非入園者のアドレスを除去するこ
とができた．また，1 年間の入園者数の傾向を捉えること
ができ，都市型・屋外型施設において，本手法の有効性を

[11]

示すことができた．地点ごとの人数推定では，人の流量と
行動が大きく関わり，特に，人の流量が少なく，歩行速度
が速いエリアにおいて，人数を推定するには困難であるこ

[12]

とが分かり，ランダムアドレスを用いた新たな手法の必要
性が示された．移動経路推定では，1 分ごとに RSSI 値が
最大であるデータを用いることで，園内の移動経路を作成

[13]

することができ，提案した手法の有用性が示された．本研
究で得られた知見や課題をもとに，都市型・屋外型施設に
おいても人流把握・分析の一手段として Wi-Fi パケット
センサの利活用が更に進むよう，天候などの異種データと
の組み合わせ手法や，より高次な移動経路推定手法の構築

[14]

半島における検討，土木学会論文集 D3（土木計画学）
，
Vol.74, No.5, pp.I 787–I 797 (2018).
森本哲郎，白浜勝太，上善恒雄：Wi-fi パケットセンサ
を用いた人流・交通流解析の手法，第 14 回情報科学技
術フォーラム（FIT2015）一般講演論文集，Vol.14, No.4,
pp.505–511 (2015).
Centorrino, P., Corbetta, A., Cristiani, E. and Onofri, E.:
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