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(57)【要約】
【課題】
　ＷＬＡＮ位置情報サービスでＷＬＡＮ（例えばＷｉ－
Ｆｉ）アクセスポイントの電波伝播特性を用いて位置を
推定する方法およびシステムを提供する。
【解決手段】
　ＷＬＡＮ位置情報サービスでＷＬＡＮアクセスポイン
トの電波伝播特性を用いて位置を推定する方法を提供す
る。位置情報サービスシステムは対象エリア内に複数の
Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントを有する。Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイントは地理的位置に配置され、信号カバレッジ
エリアを有する。Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの少なく
とも１つを特徴付ける方法は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイ
ントの地理的位置を割り出すことと、Ｗｉ－Ｆｉアクセ
スポイントの信号カバレッジエリアを少なくとも１つの
セクションに分割することと、各セクションの電波伝播
特性を割り出すことと、を備える。各セクションの電波
伝播特性はＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの無線チャネル
を特徴付け、その特徴は位置測定アルゴリズムに使用で
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象エリア内に複数のＷｉ－Ｆｉアクセスポイントを有する位置情報サービスシステム
において、前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントは地理的位置に配置されて信号カバレッジエ
リアを有し、前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの少なくとも１つを特徴付ける方法であっ
て、
　前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの前記地理的位置を割り出すことと、
　前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの前記信号カバレッジエリアを少なくとも１つのセク
ションに分割することと、
　各セクションの電波伝播特性を割り出すことと、
　を備え、
　各セクションの前記電波伝播特性は前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの無線チャネルを
特徴付け、前記特徴は位置測定アルゴリズムで使用できる、方法。
【請求項２】
　前記信号カバレッジエリアは１つのセクションである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記セクションは、前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントからの少なくとも２つの輻射に従
って分割される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記輻射数は６以下である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記セクションは、前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントからの少なくとも１つの距離に従
って分割される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記距離数は１である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記セクションは、前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントからの少なくとも２つの輻射と少
なくとも１つの距離とに従って分割される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　さらに、
　前記信号カバレッジエリアの中で前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントに相対する関連地点
で各々測定される複数の受信信号電力値を測定することと、
　前記複数の受信信号電力値と関連地点とに基づき前記セクションを割り出すことと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記電波伝播特性は信号電力－距離勾配を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　各セクションの前記信号電力－距離勾配は、
　前記信号カバレッジエリアの中で前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントに相対する関連地点
で各々測定される複数の受信信号電力値を測定することと、
　前記複数の受信信号電力値と関連地点とに対し線形回帰を実行することと、
　前記信号電力－距離勾配を計算するため前記線形回帰で割り出した傾斜を使用すること
と、
　を備える方法によって割り出される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各セクションの前記信号電力－距離勾配は、
　前記信号カバレッジエリアの中で前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントに相対する関連地点
で各々測定される複数の受信信号電力値を測定することと、
　前記信号電力値の前記関連地点から前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの前記地理的位置
にかけて測定される前記信号電力値の各々に対応する距離を計算することと、
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　前記距離の標準偏差を用いて信号カバレッジの平均半径を推定することと、
　前記信号電力－距離勾配を計算するため前記信号カバレッジの平均半径を使用すること
と、
　を備える方法によって割り出される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記距離の前記標準偏差σは、
【数１】

　の形を有する式に従って計算され、式中、
　ｄｉは前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントからの受信電力値ｉの前記関連地点の前記距離
であり、Ｎは信号電力値数である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記信号電力－距離勾配αは、
【数２】

　の形を有する式を用いて計算され、式中、
　σｍｉｎは最小信号カバレッジ閾値であり、
　σｍａｘは最大信号カバレッジ閾値であり、
　σは前記信号カバレッジの平均半径であり、
　αｍｉｎは最小信号電力－距離勾配であり、
　αｍａｘは最大信号電力－距離勾配である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　σｍｉｎのファイブシグマ値は約６０メートルであり、
　σｍａｘのファイブシグマ値は約７００メートルであり、
　αｍｉｎは２ｄＢワット／ｄＢメートルであり、
　αｍａｘは６ｄＢワット／ｄＢメートルである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　Ｗｉ－Ｆｉ対応装置の位置を推定する方法であって、
　前記Ｗｉ－Ｆｉ対応装置のレンジ内にあるＷｉ－Ｆｉアクセスポイントに信号を送信さ
せるため前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントと通信する前記Ｗｉ－Ｆｉ対応装置と、
　前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントによって送信される前記信号を受信する前記Ｗｉ－Ｆ
ｉ対応装置と、
　前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントを識別することと、
　Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント識別子を用いて基準データベースから前記Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイントの算出位置と推定電波伝播特性とを取得することと、
　前記Ｗｉ－Ｆｉ対応装置の位置を推定するため前記算出位置と前記推定電波伝播特性と
を使用することと、
　を備える、方法。
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【請求項１６】
　前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの少なくとも１つは信号カバレッジエリアを有し、前
記信号カバレッジエリアは少なくとも１つのセクションを有し、各セクションは対応する
電波伝播特性を有する、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には測位システム、より具体的にはＷＬＡＮ測位システムにおいてＷ
ＬＡＮアクセスポイントの電波伝播特性を用いてユーザ移動の属性（例えば位置、速度、
方向）を推定する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　位置判定はナビゲーションシステムや位置情報サービス（ＬＢＳ）の主要な要素である
。近年のＷＬＡＮアクセスポイントの急増により、ＷＬＡＮ電波はいたるところに広がっ
ている。このためほとんどの場所で、特に市街地では、ＷＬＡＮ電波を検出する可能性が
高い。ＷＬＡＮの急増とほとんどの場所でＷＬＡＮ電波が見つかるという事実とを受けて
、屋内・屋外用大都市測位システムにこのＷＬＡＮ電波を活用しようという考えが生まれ
た。大都市ＷＬＡＮ測位システムでは、ＷＬＡＮアクセスポイントの位置が基準点として
使用され、ＷＬＡＮアクセスポイントの受信信号強度（ＲＳＳ）が、エンドユーザが随時
検出するＷＬＡＮアクセスポイントから当該ユーザまでの距離の指標として使用される。
ＷＬＡＮアクセスポイントからエンドユーザまでの距離を知ることによってエンドユーザ
の位置を割り出すことができる。受信機受信信号強度を距離に変換するには、具体的な無
線チャネルモデルを仮定することに依拠することとなる。理想的には、無線チャネルモデ
ルが正確に分かれば、エンドユーザからＷＬＡＮアクセスポイントまでの正確な距離を求
めることができる。
【０００３】
　これまでいくつかの研究所でＷＬＡＮ方式の屋外・屋内測位システムの研究が行われて
きたが、それらのシステムにはいずれも速度と方位の推定が盛り込まれていなかった。Ｐ
ｌａｃｅＬａｂ（ｗｗｗ．ｐｌａｃｅｌａｂ．ｃｏｍ、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔとＩｎｔｅｌ
が後援するプロジェクト）と、カリフォルニア大学サンディエゴ校ＡｃｔｉｖｅＣａｍｐ
ｕｓプロジェクト（ＡｃｔｉｖｅＣａｍｐｕｓ－モバイル技術による教育社会の持続、技
術報告書第ＣＳ２００２－０７１４号（ActiveCampus-Sustaining Educational Communit
ies through Mobile Technology,technical report#CS2002-0714））と、ＭＩＴ学内位置
情報システムはこの分野で最も重要な研究努力であり、ダートマス大学の小規模プロジェ
クト（例えば、Ｍ．Ｋｉｍ，ＪＪ．Ｆｉｅｌｄｉｎｇ，ａｎｄ　Ｄ．Ｋｏｔｚ，「ウォー
ドライビングによって判明したアクセスポイント位置使用の危険（Risks of using AP lo
cations discovered through war driving）」等）で評価が行われた。
【０００４】
　屋内測位に的を絞ったＷｉ－Ｆｉ位置情報システム商品ならいくつかある。（例えば、
スマート環境に向けて：位置測定のための実現技術、２００５年５月、パーベイシブ２０
０５における位置・位置関係認識に関する国際会議（ＬｏＣＡ　２００５）議事録（Kavi
tha Muthukrishnan,Maria Lijding,Paul Havinga,Towards Smart Surroundings:Enabling
 Techniques and Technologies for Localization,Proceedings of the International W
orkshop on Location and Context-Awareness (LoCA 2005) at Pervasive 2005,May 2005
）、ならびにＨａｚａｓ，Ｍ．，Ｓｃｏｔｔ，Ｊ．，Ｋｒｕｍｍ，Ｊ．：位置認識コンピ
ューティング時代の到来、ＩＥＥＥコンピュータ（Location-Aware Computing Comes of 
Age.IEEE Computer），３７（２）：９５～９７，Ｆｅｂ　２００４　００５，Ｐａ００
５，３５０～３６２ページを参照。）これらのシステムは、企業用地、病院施設、船積み
作業場等、管理された環境の中で資産と人を追跡するためのものである。病院の中で緊急
用カートの正確な位置を監視することができ、心停止が発生した場合に病院職員がカート



(5) JP 2009-536808 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

探しに時間を浪費せずにすむシステムはその典型例である。これらの使用事例には非常に
高い精度が求められ、通常は１～３メートルの精度が要求される。
【０００５】
　これらのシステムでは、用地における１平方フィート単位の詳しい実地調査を行って無
線信号伝播を測定する等、様々な手法を用いて精度を微調整する。また、これらのシステ
ムでアクセスポイントとクライアント無線器がＡ－ＧＰＳの動作と同じように同期情報を
やり取りするには常時ネットワーク接続が必要となる。これらのシステムは屋内での使用
事例で信頼性を高めつつあるが、広域展開では効果を発揮しない。都市全体にわたってこ
の種の詳しい実地調査を行うことは不可能であり、大都市全域で、これらのシステムによ
って要求される程度まで８０２．１１アクセスポイントとの常時通信チャネルに頼ること
はできない。最も重要なこととして、屋外の電波伝播は屋内の電波伝播と根本的に異なる
ことから、これらの屋内測位アルゴリズムは、広域状況ではほとんど役に立たない。屋内
ＷＬＡＮ方式測位システムの要求精度で無線チャネルモデルを運用するのは困難であり、
これはその方面での研究課題とされている。加えて、ＷＬＡＮに基づくこれまでの測位シ
ステムでアクセスポイントを区別するものは皆無であり、現在の方法では全てのＷＬＡＮ
アクセスポイントが同じ扱いになる。
【０００６】
　図１はＷｉ－Ｆｉ測位システム（ＷＰＳ）を示す。この測位システムの測位ソフトウェ
ア［１０３］は計算装置［１０１］に存在する。ある特定のカバレッジエリアの中には固
定無線アクセスポイント［１０２］があって、それらは制御／共通チャネルブロードキャ
スト信号を使って情報をブロードキャストする。クライアント装置は、ブロードキャスト
信号を監視するか、プローブリクエストによってその伝送を要求する。それぞれのアクセ
スポイントは、ＭＡＣアドレスとして知られる一意なハードウェア識別子を持つ。クライ
アント測位ソフトウェアはレンジ内の８０２．１１アクセスポイントから信号ビーコンを
受信し、信号ビーコンの特性を基に計算装置の地理的位置を計算する。それらの特性は、
ＭＡＣアドレスとして知られる８０２．１１アクセスポイントの一意な識別子と、クライ
アント装置に達する信号の強度とを含む。クライアントソフトウェアは、観察される８０
２．１１アクセスポイントを、アクセスポイントの基準データベース［１０４］の中にあ
るアクセスポイントと比較するが、この基準データベースは装置に存在する場合と存在し
ない場合とがある。基準データベースは、算出された地理的位置を格納するほか、収集シ
ステムによって収集された全アクセスポイントの電力プロファイルを格納する。この電力
プロファイルは、様々な位置からの信号の電力を表す測定値の集合から作ることができる
。クライアントソフトウェアはこれらの既知の位置を基にユーザ装置［１０１］の相対的
位置を計算し、その地理座標を緯度および経度の測定値の形で割り出す。これらの測定値
は、フレンドファインダ、ローカル検索ウェブサイト、フリート管理システム、Ｅ９１１
サービス等の位置情報アプリケーションへ供給される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は前記背景技術の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、ＷＬＡ
Ｎ位置情報サービスでＷＬＡＮ（例えばＷｉ－Ｆｉ）アクセスポイントの電波伝播特性を
用いて位置を推定する方法およびシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ＷＬＡＮ位置情報サービスでＷＬＡＮ（例えばＷｉ－Ｆｉ）アクセスポイン
トの電波伝播特性を用いて位置を推定する方法およびシステムを提供する。
【０００９】
　無線チャネルモデルに基づいてＷＬＡＮアクセスポイントを分類する本発明の態様では
どんなチャネルモデルでも使用でき、本発明は特定のチャネルモデルに依存しない。
【００１０】
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　本発明の一態様において、位置情報サービスシステムは対象エリア内に複数のＷｉ－Ｆ
ｉアクセスポイントを有する。Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントは地理的位置に配置され、信
号カバレッジエリアを有する。Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの少なくとも１つを特徴付け
る方法は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの地理的位置を割り出すことと、Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイントの信号カバレッジエリアを少なくとも１つのセクションに分割することと、
各セクションの電波伝播特性を割り出すことと、を備える。各セクションの電波伝播特性
はＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの無線チャネルを特徴付け、その特徴は位置測定アルゴリ
ズムに使用できる。
【００１１】
　本発明の別の態様においては、信号カバレッジエリアが１つのセクションとして特徴付
けられる。
【００１２】
　本発明の別の態様においては、信号カバレッジが複数のセクションに分割される。いく
つかの実施形態においては、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントから外向きに発せられる輻射に
よってセクションが形成される。さらなる実施形態においては、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイ
ントからの距離に基づいてセクションが形成される。さらなる実施形態においては、Ｗｉ
－Ｆｉアクセスポイントからの輻射と距離の両方に基づいてセクションが形成される。
【００１３】
　本発明の別の態様においては、信号カバレッジエリアの中で複数の受信信号電力値が測
定される。それぞれの受信信号電力値は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントに相対する関連地
点で測定される。セクションは複数の受信信号電力値と関連地点とに基づいて割り出され
る。
【００１４】
　本発明の別の態様において、電波伝播特性は信号電力－距離勾配を含む。
【００１５】
　本発明の別の態様においては、信号カバレッジエリアの中で前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポ
イントに相対する関連地点で複数の受信信号電力値を測定することにより、複数の受信信
号電力値と関連地点とに対し線形回帰を実行することにより、そして線形回帰で割り出し
た傾斜を用いて信号電力－距離勾配を計算することにより、各セクションの信号電力－距
離勾配が割り出される。
【００１６】
　本発明の別の態様においては、信号カバレッジエリアの中で前記Ｗｉ－Ｆｉアクセスポ
イントに相対する関連地点で複数の受信信号電力値を測定することにより、各セクション
の信号電力－距離勾配が割り出される。それぞれの信号電力値に対応する距離を計算し、
この距離は、信号電力値の関連地点からＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの地理的位置までが
測定される。距離の標準偏差を用いて信号カバレッジの平均半径が推定され、この信号カ
バレッジの平均半径を用いて信号電力－距離勾配を計算する。
【００１７】
　本発明の別の態様においては、前記Ｗｉ－Ｆｉ対応装置がレンジ内のＷｉ－Ｆｉアクセ
スポイントと通信してＷｉ－Ｆｉアクセスポイントに信号を送信させることによってＷｉ
－Ｆｉ対応装置の位置が推定される。Ｗｉ－Ｆｉ対応装置はＷｉ－Ｆｉアクセスポイント
から送信される信号を受信し、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントを識別する。Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイントの算出位置と推定電波伝播特性は、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント識別子を用
いて基準データベースから取得される。算出位置と推定電波伝播特性とを用いてＷｉ－Ｆ
ｉ対応装置の位置を推定する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施形態は、ＷＬＡＮ方式測位システムの電波伝播特性に基づいてＷＬＡＮア
クセスポイントを分類し、位置、速度、および方位推定の精度を上げる方法を提供する。
いくつかの実施形態においては、カバレッジエリアにおけるＲＳＳサンプルに基づいてＷ
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ＬＡＮアクセスポイントの電波伝播特性が推定される。例えば、少なくとも１つのＷＬＡ
Ｎアクセスポイントで１つ以上の信号電力－距離勾配を求めることによって電波伝播特性
を求めることができる。
【００１９】
　空間と時間の次元における受信信号強度（ＲＳＳ）の変動は様々な物理的現象によって
左右される。ＲＳＳの変動は高速フェージングか低速フェージングのいずれかに分類され
る。ここで開示する手法はＲＳＳの低速フェージング特性の推定に焦点を当てるものであ
り、推定品質の評価と推定の定量化も行う。
【００２０】
　本発明の実施形態は、いずれも２００５年１０月２８日に提出された、表題「位置ビー
コンデータベース（Location Beacon Database）の米国特許出願第１１／２６１，８４８
号と、表題「位置ビーコンデータベースを更新するサーバ（Server for Updating Locati
on Beacon Database）」の米国特許出願第１１／２６１，８９８号と、表題「位置ビーコ
ンデータベースを構築する方法およびシステム（Method and Systems for Building a Lo
cation Beacon Database）」の米国特許出願第１１／２６１，９８７号と、表題「ユーザ
装置のレンジ内で検出されるアクセスポイント数に基づいて位置測定アルゴリズムを選択
する位置情報サービス（Location-Based Services that Choose Location Algorithms Ba
sed on Number of Detected Access Points Within Range of User Device）」の米国特
許出願第１１／２６１，９８８号とを含むがこれらに限定されない、先に提出された出願
で開示された手法、システム、および方法を基礎とし、これらの内容はここで参照により
全文を援用する。これらの出願では、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの上質な位置データを
収集し、かかるデータを用いて位置情報サービスを利用するＷｉ－Ｆｉ対応装置の地理的
位置を割り出す具体的方法と、前記位置データを使ってシステムユーザの位置を推定する
手法が教示されている。ただしここでの手法は、援用する特許出願で開示されたシステム
および方法に限定されない。したがって、かかるシステムおよび出願を参照すると役に立
つこともあるが、本実施形態または発明を理解するにあたって不可欠とは考えられない。
【００２１】
　図２は、ＷＬＡＮ方式測位システムでＷＬＡＮアクセスポイントの信号電力－距離勾配
を推定することによってＷＬＡＮアクセスポイントの電波伝播特性をつかむ本発明の実施
形態の一例を示す。信号電力－距離勾配はＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリア
を使って求めることができる。最小ＲＳＳ［２０４］はスキャナの感度によって制限され
る。これに対し、最大送信電力はＷｉ－Ｆｉ規格の一部と定義されていることから、最大
ＲＳＳ［２０３］はどのＷＬＡＮアクセスポイントでも同じと仮定できる。したがって、
ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアは当該ＷＬＡＮアクセスポイントの信号電
力－距離勾配に直接関係する。
【００２２】
　図２は、アクセスポイントからのＲＳＳサンプルの距離（ｄＢ単位）［２０６］との対
比でＲＳＳ電力（ｄＢ単位）［２０５］を描いたグラフ上の点としてＲＳＳサンプル［２
０１］を表している。信号電力－距離勾配αはＲＳＳサンプル点［２０１］に線［２０２
］を当てはめることによって割り出すことができ、この線の傾斜が信号電力－距離勾配に
相当する。本発明の実施形態によるＷＬＡＮ方式測位システムは公共・私用ＷＬＡＮアク
セスポイントの電波を使ってユーザの位置を継続的に推定することから、本発明の態様は
、標準値ではなく各ＷＬＡＮアクセスポイントの電波伝播特性を使って位置推定の精度を
上げる。
【００２３】
　本発明の別の実施形態ではＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアをセクタに分
割し、セクタごとに電波伝播特性を割り出し、例えばセクタごとに信号電力－距離勾配を
求める。例えば大都市圏では、アクセスポイントの電波伝播特性はそのカバレッジエリア
全体にわたって相称ではなく、つまり特性は方向によって異なる。本発明の実施形態にお
いては、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジが全ての方向で相称でなければ、その３
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６０度カバレッジエリアを複数のセクタに分割する。セクタは、ＷＬＡＮアクセスポイン
トの推定位置から発せられる輻射に従って分割できる。
【００２４】
　簡潔を図るため、セクタは同じ軸、例えば北方向から参照できる。それぞれの方向でＷ
ＬＡＮアクセスポイントの電波伝播特性を求める必要があることから、各セクタには十分
なＲＳＳサンプルが必要である。セクタ数は、ＲＳＳ電力サンプル数の統計と分布に基づ
いて割り出すことができる。セクタ数が増えればより小さなセクタの中で平均化が行われ
るため、電波伝播特性の分解能は増す。ただし、電波伝播特性、例えば電力距離勾配を各
セクタで正確に推定するには、十分なＲＳＳサンプルが条件となる。
【００２５】
　図３は、カバレッジエリアが４つのセクタ［３０１］に分割されたＷＬＡＮアクセスポ
イント［３０２］の一例を示す。セクタ数はＷＬＡＮアクセスポイントごとに異なり、Ｗ
ＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアにおけるＲＳＳサンプルの数とＲＳＳサンプ
ルの分布に基づき、ＷＬＡＮアクセスポイントごとに個別に選択される。例えば大都市Ｗ
ＬＡＮ方式測位システムで、ある特定のＷＬＡＮアクセスポイントのＲＳＳサンプルが不
均一なら、比較的少数のセクタはそのＷＬＡＮアクセスポイントに使用されることになる
。ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアから抽出したＲＳＳサンプルの電波伝播
特性、例えば信号電力－距離勾配が方向によって異なるなら、そのＷＬＡＮアクセスポイ
ントのカバレッジエリアは多数のセクタに分割される。
【００２６】
　例えばＷＬＡＮアクセスポイントの片側が野外エリアに面し、反対側が住宅エリアに面
するなら、そのカバレッジエリアを２つのセクタに分割し、セクタごとに電波伝播特性を
割り出すことができる。少なくとも１つの実施形態において、一般的な大都市測位システ
ムの場合に実用的な最大セクタ数は４～６セクタの範囲であり、これよりも多くのセクタ
数でセクタを区別してもさほど有意義でない。最小セクタ数は１でもよく、これは例えば
、カバレッジエリア全体で使用される信号電力－距離勾配が１つになることを意味する。
【００２７】
　セクタ数を選択したら、セクタごとに電波伝播特性を計算する必要がある。なお、ある
１つのセクタのＲＳＳサンプル数が同セクタにおける電波伝播特性を推定するにあたって
十分でなければ、近接セクタの特性の平均を使用することもできる。
【００２８】
　本発明の一実施形態においては、区分的線形推定によってＷＬＡＮアクセスポイントの
電波伝播特性を提示できる。それには、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアを
複数の層に分割し、層ごとに電波伝播特性を求める。この方法を用いて、例えばＷＬＡＮ
アクセスポイントのカバレッジエリアが屋内環境と屋外環境とからなる場合に、ＲＳＳ電
力－距離変換の精度を上げることができる。従って、このアプローチを用いれば、各層の
信号電力－距離勾配を推定することによって屋内と屋外の電波伝播特性を別々につかむこ
とができる。
【００２９】
　図４は、ＷＬＡＮアクセスポイントのＲＳＳサンプル例を示すものであり、ここではア
クセスポイントの近傍と遠距離とにそれぞれ用いる２つの信号電力－距離勾配値でＲＳＳ
サンプルを明示できる。図４では、ＲＳＳ電力［４０５］とＷＬＡＮアクセスポイントか
らの距離［４０６］との対比でＲＳＳサンプルが描かれている。最小スキャナ感度［４０
４］と最大ＲＳＳ値［４０３］も示してある。ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエ
リアは、必要に応じて複数の層に分割される。例えば、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバ
レッジエリアが部分的に屋内で部分的に屋外であることが分かっている場合がこれにあた
る。あるいは、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアを特徴付けるにあたって多
層アプローチを用いる必要があるかどうかを、ＲＳＳサンプルを観察して判断することも
できる。第１のＲＳＳサンプル群［４０１］と第２のＲＳＳサンプル群［４０２］の傾斜
の違いが示すように、ＲＳＳサンプル電力値の平均的減衰における急激な変動は環境の変
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化を意味する。有用層数は２であることは判明している。
【００３０】
　図５は、カバレッジエリアをセクタと層の組み合わせに分割する実施形態を示す。この
場合はＷＬＡＮアクセスポイント［５０１］のカバレッジエリアを複数のセクタ［５０２
］に分割し、各セクタをさらに複数の層［５０３］に分割することによって複数のセクシ
ョン［５０４］を形成できる。ＷＬＡＮアクセスポイントが基準データベース［１０４］
に蓄積されるときに、セクタおよび層の数と、対応する電波伝播特性は各ＷＬＡＮアクセ
スポイントの属性の一部とみなされ、これらの属性はエンドユーザによって取得され、ユ
ーザ位置の推定に使用される。
【００３１】
　本発明の一実施形態においては、各セクタの信号電力－距離勾配を用いてＷＬＡＮアク
セスポイントの電波伝播特性を推定でき、この信号電力－距離勾配は所定のエリアにおけ
るＲＳＳサンプルに基づいて求められる。信号電力－距離勾配を求める１つのアプローチ
は、図２との関係で上述したとおり、電力（ｄＢ単位）と距離（ｄＢ）との相関でＲＳＳ
サンプルに線を当てはめるものである。この方法では、大都市屋内・屋外ＷＬＡＮ測位シ
ステムにおける電力変動のため、典型的な大都市環境の典型的なＲＳＳサンプル数で精度
が落ちることがある。
【００３２】
　本発明の一態様においては、信号電力－距離勾配を求める新しいアプローチが開示され
、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアの平均半径を計算し、信号電力－距離勾
配の推定に用いる。信号電力－距離勾配はＷＬＡＮアクセスポイントからの距離に対する
ＲＳＳ電力の比であることから、カバレッジエリアの平均半径は信号電力－距離勾配の指
標として使用できる。再び図２を参照すると、最小電力はスキャナの感度によって決まり
、最大電力はアクセスポイントの最大送信電力であることから、最小ＲＳＳ［２０４］に
対応する点と最大ＲＳＳ［２０３］対応する点を検討すると、最小電力点と最大電力点と
の電力差は、どのアクセスポイントでも同じになる。系統的なスキャンでＲＳＳサンプル
を収集するスキャナの感度はほぼ同じであり、最大送信電力は、例えばＷＬＡＮアクセス
ポイントのそれはＦＣＣによって制限され、どのアクセスポイントでも同じと仮定できる
。したがって、カバレッジエリアの半径は信号電力－距離勾配値に直接左右される。
【００３３】
　換言すると、スキャナで検出できる最小ＲＳＳ［２０４］はスキャナ受信機の感度によ
って制限される。したがって、信号電力－距離勾配値はＷＬＡＮアクセスポイントのカバ
レッジエリアの半径に直接影響する。受信機感度はＲＳＳサンプルを収集するどのスキャ
ン装置でも同じであることから、図２に示すとおり、ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレ
ッジエリアの半径は、信号電力－距離勾配値の指標として使用できる。
【００３４】
　ＷＬＡＮアクセスポイントのカバレッジエリアの半径を求め、ＲＳＳ電力測定値、ひい
てはカバレッジに対する高速フェージングの影響を回避するために、カバレッジエリアの
絶対半径の代わりにカバレッジエリアの半径の標準偏差を使用する。換言すると、カバレ
ッジエリアの半径の絶対値はカバレッジエリアの端部における限られた数の測定値に依拠
するものだが、総ＲＳＳサンプル数に基づいて計算される標準偏差は、カバレッジエリア
の端部における電力変動の影響を抑えつつ、カバレッジエリアのサイズを示す。
【００３５】
　図６は、アクセスポイント［６０１］のカバレッジエリアと電力分布［６０４］を電力
測定値の緯度［６０２］および経度［６０３］との関係で示す。アクセスポイント［６０
１］の位置を基準とするＲＳＳサンプルの標準偏差は、カバレッジの平均半径に直接相関
する。
【００３６】
　カバレッジエリアを複数のセクションに分割せず、エリア全体を１つのエリアとして考
える場合は、アクセスポイントをとりまく全ＲＳＳ測定値に基づいて標準偏差を計算する
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。アクセスポイントの総ＲＳＳサンプル数をＮで表し、ＲＳＳサンプルｉの緯度および経
度を（ｌａｔｉ，ｌｏｎｇｉ）で表すと、カバレッジエリアの半径の標準偏差σは次のと
おりに計算する。
【数３】

式中
【数４】

【００３７】
　変数ｄｘｉおよびｄｙｉは、デカルト座標のＸおよびＹ方向におけるＷＬＡＮアクセス
ポイントからの電力サンプルの距離である。標準偏差計算は次のとおりに簡略化できる。

【数５】

式中

【数６】

【００３８】
　この式の（ｌａｔ，ｌｏｎｇ）は、ＷＬＡＮアクセスポイントの算出位置である。カバ
レッジの平均半径はデカルト位置表示に基づいて計算する。カバレッジ半径の計算も、緯
度および経度をデカルト座標に変換せずに検討することによって簡略化できる。カバレッ
ジエリアが複数のセクタに分割される場合は、ＷＬＡＮアクセスポイントからのＲＳＳサ
ンプルの距離に基づいて標準偏差を計算し、これを一次元とみなすことができる。したが
って標準偏差は次のとおりに計算する。
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【数７】

【００３９】
　式中ｄｉは、ＷＬＡＮアクセスポイントからの電力サンプルｉの距離である。
【００４０】
　カバレッジエリアの半径の標準偏差は次式を用いて信号電力－距離勾配に変換される。
【数８】

【００４１】
　式中αｍｉｎおよびαｍａｘは信号電力－距離勾配の最小および最大値であり、σｍｉ

ｎおよびσｍａｘはＷＬＡＮアクセスポイントカバレッジの最小および最大閾値である。
αｍｉｎとαｍａｘの値は、ＷＬＡＮ装置の動作環境に左右される。以下は、大都市ＷＬ
ＡＮ方式測位システムで有用な最小および最大信号電力－距離勾配値の一例である。
　αｍｉｎ＝２
　αｍａｘ＝６
　この場合、αの最大値は市街地の典型的最大値である。
【００４２】
　標準偏差の最小および最大値は、ＷＬＡＮアクセスポイントの典型的最小および最大半
径に基づいて求め、これは実験的に求めることができる。ＷＬＡＮ　ＡＰカバレッジの有
用最小および最大半径はそれぞれ６０および７００メートルである。カバレッジをファイ
ブシグマ値と考えれば、最小および最大シグマ値を計算できる。
【００４３】
　多層アプローチで各層の境界を求めた後には、図２との関係で上述した方法を用いて各
層の中でＲＳＳサンプルに線を当てはめることによって各層の信号電力－距離勾配を求め
ることができる。カバレッジエリア全体の場合と違って層ごとの最小および最大電力値は
不明であることから、標準偏差アプローチを使うことはできない。図４は多層アクセスポ
イントの一例を示すものであり、第１の群［４０１］に属すると考えられるいくつかのＲ
ＳＳサンプルが実際には第２の群［４０２］に属することもあるため、第１のＲＳＳサン
プル群［４０１］および第２のＲＳＳサンプル群からの正確な遷移点が不明であることを
例証している。標準偏差アプローチを用いてこの遷移点を推定すると誤差が生じる。
【００４４】
　本発明の実施形態によると、ユーザは、各ＷＬＡＮアクセスポイントの信号電力－距離
勾配を基にレンジ内の各ＷＬＡＮアクセスポイントまでの距離を求め、最終的には自身の
位置を特定する。距離は、信号電力－距離勾配を次式に用いて求めることができる。
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【数９】

【００４５】
　表記ＰＲＳＳはＷＬＡＮアクセスポイントからのワット数による受信電力であり、Ｋは
他の全てのパラメータを集約する定数である。ｄの値は、Ｋが１に等しいと仮定すること
により、精度を犠牲にすることなくＫまで正規化できる。Ｋが１に等しいと仮定すること
は距離測定の尺度を変更することと同じであり、これは全てのアクセスポイントで同じに
できることから、Ｋの正規化は位置推定の精度に影響しない。
【００４６】
　本発明の態様ではアクセスポイントの位置（ｌａｔ，ｌｏｎｇ）を計算できる。アクセ
スポイントの正確な位置が不明である場合でも、ＲＳＳサンプルとそれらの位置を基にア
クセスポイントの位置を推定できる。例えばアクセスポイントの位置は、次のとおり電力
測定値の中心を求めることによって求めることができる。

【数１０】

　式中、総電力サンプル数はＮに等しい。
【００４７】
　位置情報システム全ＷＬＡＮアクセスポイントに対して１組の特性を使う代わりに各ア
クセスポイントに固有の電波伝播特性をつかむことにより、ＷＬＡＮ方式測位システムに
おける位置、移動速度、および移動方向推定の精度は上がる。測位アルゴリズムの一例を
以下に示す。この例は、本発明の実施形態に従って推定された信号電力－距離勾配を使用
した場合を例証するものであり、アクセスポイントからユーザまでの距離に応じて重み付
けした三角測量アルゴリズムである。
【００４８】
　ユーザがＲＳＳ値Ｐｉと、信号電力－距離勾配αｉと、緯度ｌａｔｉと、経度ｌｏｎｇ

ｉとによりＮ個のアクセスポイントを検出したら、アクセスポイントまでのユーザの距離
を次のとおりに計算する。

【数１１】

【００４９】
　ユーザの緯度および経度ＵｌａｔおよびＵｌｏｎｇは次のとおりに求めることができる
。
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【数１２】

【００５０】
　本発明の別の態様では、エンドユーザによるＲＳＳ測定値を正規化でき、ＲＳＳ電力測
定値を基に電波伝播特性の適正値、例えば多層アプローチの場合の信号電力－距離勾配を
選ぶことができる。カバレッジエリアの区分的線形推定によりカバレッジエリアが複数の
層に分割される場合、ユーザは自身が位置する層がどれかを判断することができなくては
ならず、さらには電波伝播特性を使用しなければならない。この場合は、異なるハードウ
ェアと異なるＷｉ－Ｆｉ受信機実装でＲＳＳ電力測定値を正規化する必要がある。ＲＳＳ
電力測定値を正規化するには、ユーザ装置の最小および最大電力感度を、基準データベー
ス［１０４］へのデータ供給に使用するスキャナの電力ダイナミックレンジに対応付ける
。
【００５１】
　基準データベースへのデータ供給に使用するスキャナが標準電力ダイナミックレンジを
持たない場合は、同じ正規化方法を用いて、異なるスキャン装置の個々のダイナミックレ
ンジを標準ダイナミックレンジに対応付けることができる。したがって、ハードウェアが
スキャナによって異なる場合は、この方法をＷＬＡＮ測位システムに用いることができる
。この場合は、電力測定値の最小および最大値を選択することによって電力の標準ダイナ
ミックレンジが選択され、異なる装置の測定値はどれもこのレンジに対応付けられる。
【００５２】
　例えば、標準の最小電力値と最大電力値がそれぞれ－１００ｄＢｍと－４０ｄＢｍとに
設定され、ユーザ装置の最小および最大範囲が－９０ｄＢｍと－６０ｄＢｍとの間であれ
ば、ユーザの電力測定値は次のとおりに正規化される。

【数１３】

【００５３】
　本発明の範囲は上述した実施形態に限定されず、むしろ添付の請求項によって定められ
、これまで説明した内容に対する改変と改良がこれらの請求項に含まれることは理解され
よう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】Ｗｉ－Ｆｉ測位システムの特定の実施形態を示す。
【図２】本発明の特定の実施形態によるＲＳＳサンプルへの線の当てはめを示し、例示的
アクセスポイントカバレッジエリアを定義する。
【図３】本発明の特定の実施形態によるアクセスポイントカバレッジエリアのセクタ分割
を示す。
【図４】本発明の特定の実施形態に従い複数の電力距離勾配によって特徴付けられたアク
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セスポイントカバレッジエリアを示す。
【図５】本発明の特定の実施形態に従い複数のセクタと層とに分割されたアクセスポイン
トカバレッジエリアを示す。
【図６】本発明の特定の実施形態に従い二次元平面でカバレッジエリアの半径を特定する
ＲＳＳサンプル統計を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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