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(57)【要約】
【課題】複数の無線機器と設置位置候補の組み合わせを
特定することを目的とする。
【解決手段】本発明の一態様としての無線機器配置推定
装置は、複数の無線機器同士間それぞれに係る通信また
は前記複数の無線機器同士間それぞれで送受信される電
波に関する第１の情報を取得する第１取得部と、前記複
数の無線機器の設置位置候補を取得する第２取得部と、
前記第１の情報および前記設置位置候補に基づき、前記
各無線機器の設置位置を前記設置位置候補のうちの異な
る１つに特定した推定パターンを１つまたは複数算出す
る推定部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線機器同士間それぞれに係る通信または前記複数の無線機器同士間それぞれで
送受信される電波に関する第１の情報を取得する第１取得部と、
　前記複数の無線機器の設置位置候補を取得する第２取得部と、
　前記第１の情報および前記設置位置候補に基づき、前記各無線機器の設置位置を前記設
置位置候補のうちの異なる１つに特定した推定パターンを１つまたは複数算出する推定部
と
　を備える無線機器配置推定装置。
【請求項２】
　前記第２取得部は、前記設置位置候補同士間それぞれに係る電波伝搬モデルをさらに取
得し、
　前記推定部は、前記設置位置候補と、前記第１の情報と、および前記電波伝搬モデルと
に基づき、前記推定パターンを１つまたは複数算出する
　請求項１に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項３】
　前記第１の情報には、前記無線機器である第１無線機器が出力した第１電波に対する、
前記無線機器である第２無線機器の通信接続可否に関する第２の情報と、前記第１電波に
対する前記無線機器である第３無線機器の通信接続可否に関する第３の情報とが含まれ、
　前記推定部は、前記設置位置候補と、前記第２の情報と、および前記第３の情報とに基
づき、前記推定パターンを１つまたは複数算出する
　請求項１に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項４】
　前記第１の情報には、前記無線機器である第１無線機器が出力した複数の出力電波のう
ち、前記無線機器である第２無線機器と通信接続を可能にしかつ最小の出力電力値である
前記第１電波に関する第２の情報と、
　前記第１無線機器が出力した複数の出力電波のうち、前記無線機器である第３無線機器
と通信接続を可能にしかつ最小の出力電力値である前記第２電波に関する第３の情報と、
が含まれ、
　前記推定部は、前記設置位置候補と、前記第２の情報と、および前記第３の情報とに基
づき、前記推定パターンを１つまたは複数算出する
　請求項１に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項５】
　前記第１の情報には、前記無線機器である第１無線機器が出力した第１電波の出力電力
に関する第２の情報と、前記第１電波を受信した前記無線機器である第２無線機器におけ
る第１電波の受信電力に関する第３の情報が含まれ、
　前記推定部は、第２の情報と、第３の情報と、前記電波伝搬モデルに基づき、前記第１
無線機器と前記第２無線機器との距離を推定し、前記推定パターンを１つまたは複数算出
する
　請求項２に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項６】
　前記推定部は、与えられた確率密度分布関数に基づき、前記電波伝搬モデルに含まれる
ランダム値を決定し、前記第２の情報と、前記第３の情報と、および前記電波伝搬モデル
とに基づき、前記第１無線機器と前記第２無線機器との距離を推定する
　請求項５に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項７】
　前記第１の情報には、前記無線機器である第１無線機器が出力した第１電波に関する第
２の情報と、前記第１無線機器と前記無線機器である第２無線機器との間の前記第１電波
に基づく通信に関する第３の情報が含まれ、
　前記推定部は、前記設置位置候補に基づき、前記各無線機器と前記各設置位置候補の各
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組み合わせからなる仮説パターンを複数算出し、前記第２の情報と、前記第３の情報と、
および前記仮説パターンにおける前記第１無線機器の設置位置候補と前記第２無線機器の
設置位置候補間の距離とを引数とする予め与えられた確率関数に基づき、
　前記第３の情報の尤度を算出し、前記尤度に基づき、前記仮説パターンの尤度を算出し
、前記仮説パターンの尤度に基づき、推定パターンを決定する
　請求項１または２に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項８】
　前記第２の情報は、前記第１電波の出力電力値であり、
　前記第３の情報は、前記第１無線機器と前記第２無線機器との通信接続可否結果である
　請求項７に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項９】
　前記第１の情報には、前記無線機器である第１無線機器が出力した第１電波に関する第
２の情報と、前記無線機器である第２無線機器が受信した前記第１電波に関する第３の情
報が含まれ、
　前記推定部は、前記設置位置候補に基づき、前記仮説パターンを複数算出し、前記第２
の情報と、前記第３の情報と、および前記仮説パターンにおける前記第１無線機器の設置
位置候補と前記第２無線機器の設置位置候補間の距離とに基づき、
　前記第３の情報の尤度を算出し、前記尤度に基づき、前記仮説パターンの尤度を算出し
、前記仮説パターンの尤度に基づき、推定パターンを決定する
　請求項１または２に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項１０】
　前記第２の情報は、前記第１電波の出力電力値であり、
　前記第３の情報は、前記第１電波の受信電力値である
　請求項９に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項１１】
　前記無線機器の中から、第４無線機器と、第５無線機器と、および第６無線機器を選択
し、与えられた電波伝搬モデルに基づき、前記第５無線機には通信接続できるが、前記第
６無線機器には通信接続ができないように、前記第４無線機器から出力される出力電波の
出力電力値を算出する決定部と、
　前記出力電力値を前記第４無線機器に伝える伝達部と、
　をさらに備える請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項１２】
　前記無線機器である第４無線機器に対し、前記無線機器である第５無線機器と通信接続
ができるまで出力電力値を増加させるように、または前記第５無線機器と通信接続ができ
なくなるまで出力電力値を減少させるように、指示を生成する決定部と、
　前記指示を前記第４無線機器に伝える伝達部と、
　をさらに備える請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の無線機器配置推定装置。
【請求項１３】
　複数の無線機器同士間それぞれに係る通信または前記複数の無線機器同士間それぞれで
送受信される電波に関する第１の情報を取得する第１取得ステップと、
　前記複数の無線機器の設置位置候補を取得する第２取得ステップと、
　前記第１の情報および前記設置位置候補に基づき、前記各無線機器の設置位置を前記設
置位置候補のうちの異なる１つに特定した推定パターンを１つまたは複数算出する推定ス
テップと
　をコンピュータが実行する推定方法。
【請求項１４】
　複数の無線機器同士間それぞれに係る通信または前記複数の無線機器同士間それぞれで
送受信される電波に関する第１の情報を取得する第１取得ステップと、
　前記複数の無線機器の設置位置候補を取得する第２取得ステップと、
　前記第１の情報および前記設置位置候補に基づき、前記各無線機器の設置位置を前記設
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置位置候補のうちの異なる１つに特定した推定パターンを１つまたは複数算出する推定ス
テップと
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、無線機器配置推定装置、無線機器配置推定方法、無線機器配置推
定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の無線技術の発達により、ＧＰＳ機能を内蔵しない無線機器の位置を推定する技術
が多数明らかにされている。これらの技術は、１つの無線機器から発せられる電波または
通信パケットなどを、他の無線機器にて受信させ、受信した電波の強弱、方向、または通
信パケットの到達時間などにより、２つの無線機器同士間の距離および相対的な位置関係
を推定する。そして、一方の無線機器の位置情報から、他方の無線機器の位置を求める。
【０００３】
　これら従来の位置推定技術では、少なくとも１つの無線機器の位置が特定されているこ
とを前提とする。したがって、例えば、施設の施工図等により、複数の無線機器が設置さ
れた複数の位置を把握していても、各無線機器がいずれの位置に設置されたかが１つも判
明していない場合、または配置の情報が信用できない場合などは、従来の技術では対応で
きない。これらの場合は、少なくとも１つの無線機器の位置を、目視等により、確定させ
る必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－００３３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、複数の無線機器の設置位置を特定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様としての無線機器配置推定装置は、複数の無線機器同士間それぞれに係
る通信または前記複数の無線機器同士間それぞれで送受信される電波に関する第１の情報
を取得する第１取得部と、前記複数の無線機器の設置位置候補を取得する第２取得部と、
前記第１の情報および前記設置位置候補に基づき、前記各無線機器の設置位置を前記設置
位置候補のうちの異なる１つに特定した推定パターンを１つまたは複数算出する推定部と
を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線機器配置推定装置の概略構成の一例を示すブロッ
ク図。
【図２】設置位置候補の一例を示す図。
【図３】配置推定の一例を示す図。
【図４】配置推定の他の一例を示す図。
【図５】ランダム値Ｘを算出する方法の一例を示す図。
【図６】発生確率Ｐｒの一例を示す図。
【図７】無線機器配置推定装置１の全体処理のフローチャート。
【図８】本発明の一実施形態に係るハードウェア構成の一例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
（本発明の一実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態に係る無線機器配置推定装置の概略構成の一例を示すブロ
ック図である。本発明の一実施形態に係る無線機器配置推定装置１は、取得部１１、入力
部（第２取得部）１２、推定部１３、判定部１４、決定部１５、伝達部１６、出力部１７
を備える。また、無線機器配置推定装置１は、複数の無線機器２と、図示しない通信ネッ
トワークを介して、接続されている。無線機器配置推定装置１と無線機器２との間でのデ
ータのやり取りは、当該通信ネットワークを介して行われる。通信ネットワークは、有線
ネットワークでも、無線ネットワークでも、有線および無線のハイブリッドネットワーク
でもよい。
【０００９】
　無線機器配置推定装置１は、無線機器２から直接または間接的に取得した情報および、
ユーザまたは他のシステム等から入力された設置位置の候補に基づき、各無線機器２の配
置を推定する。
【００１０】
　図２は、設置位置候補の一例を示す図である。図２（Ａ）の四角の枠内に、複数の設置
位置候補（３Ａから３Ｌまで）が灰色の丸で示されている。設置位置候補には無線機器２
（２Ａから２Ｌまで）が設置されているが、いずれの無線機器２がいずれの設置位置候補
に設置されているかは不明とする。つまり、無線機器配置推定装置１は、各無線機器２と
各設置位置候補の組み合わせを推定する。推定された、各無線機器２と各設置位置候補の
各組み合わせからなる配置パターンを、推定パターン（推定結果）と称する。また、想定
可能な配置パターンを、ここでは、仮説パターンと称する。図２（Ｂ）は、仮説パターン
の一例を示す図である。無線機器配置推定装置１は、全ての仮説パターンから推定パター
ンを絞り込んでもよいし、各無線機器２と各設置位置候補の組み合わせを推定していき、
１つの推定パターンを算出してもよい。なお、推定パターンと仮説パターンは、どのよう
に表記されてもよい。
【００１１】
　各無線機器２は、無線電波を通じて、他の無線機器２と直接に無線通信が可能なものと
する。また、無線機器２は、無線機器配置推定装置１からの指示に応じて、無線電波の出
力電力値を変更できることを想定しているが、変更できなくともよい。また、無線機器２
は、無線機器配置推定装置１からの指示を受けて出力する電波の出力値を変更することを
想定しているが、無線機器２自らが判断して出力値を変更してもよい。
【００１２】
　以下、無線機器配置推定装置１の各部について説明する。
【００１３】
　取得部１１は、無線機器２から、通信ネットワークを介して、測定情報を収集する。測
定情報は、無線機器配置推定装置１が無線機器２の配置を推定するために必要な情報であ
り、各無線機器同士間の通信または電波などに関する情報が考えられる。測定情報の詳細
については、推定部１３の説明にて後述する。
【００１４】
　測定情報は、任意のタイミングで、取得部１１がポーリングして取得してもよい。もし
くは、無線機器２が、任意のタイミングで、取得部１１に送信してもよい。ＩＰアドレス
など、無線機器２と通信するための情報は、予め入力部１２を介して、ユーザまたは他の
システムから取得しておけばよい。
【００１５】
　入力部１２は、ユーザまたは他のシステム等を介して、無線機器２の設置位置の候補を
取得する。設置位置候補は、２次元または３次元の座標の情報にて表されることが想定さ
れる。座標上の位置の表現方法は、例えば、ｘ軸、ｙ軸およびｚ軸上の位置、または基準
点からの距離および角度など様々あるが、特に限定されるものではない。
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【００１６】
　入力部１２は、ユーザまたは他のシステム等を介して、無線機器２の設置位置候補同士
間それぞれにおける電波伝搬モデルを取得する。電波伝搬モデルは、無線機器２の無線電
波の伝搬に関するモデル式である。電波伝搬モデルは、無線機器２の設置される環境等に
よって様々なモデル式が想定されるが、特に限定されるものではない。なお、電波伝搬モ
デルには、電波の壁面での反射等、無線機器２が設置されている環境の影響を反映しても
よい。
【００１７】
　推定部１３は、各無線機器２と各設置位置候補の組み合わせを推定し、推定パターンを
算出する。ここでは、推定部１３の処理を配置推定と称する。配置推定を行う方法は、様
々な方法が考えられるが、各設置位置候補間の距離、測定情報、および電波伝搬モデルな
どが用いられる。
【００１８】
　各設置位置候補同士間の距離は、入力部１２から取得した設置位置候補に基づき、推定
部１３が算出すればよい。距離の計算方法は予め定めておき、入力された設置位置候補の
情報に応じて、推定部１３が計算方法を選択すればよい。なお、設置位置候補同士間の距
離が、入力部１２などを介して、予め取得されている場合は、算出せずともよい。
【００１９】
　測定情報としては、無線通信接続の可否、パケットロス率、遅延などの通信に関する情
報、および出力する電波の電力値および強度、受信信号強度（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃｅｉｖｅ
ｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、信号対雑音比（ＳＮＲ：
Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、周波数、偏光、フェージングなどの電
波に関する情報が想定される。なお、上記は一例であり、特に限定されるものではなく、
利用可能な情報であればよい。また、複数の測定情報を用いてもよい。
【００２０】
　推定部１３は、測定情報に基づき、各無線機器２同士間の距離を推定する。電波は、一
般的に、伝達距離が大きいほど減衰し、受信側の無線機器２が復号を行う際に必要とする
電波強度よりも減衰すると、通信が成立しなくなる。したがって、２つの無線機器２同士
間で無線通信が成立する場合は、当該無線機器２同士は比較的近距離に配置されており、
無線通信が成立していない場合は、当該無線機器２同士は遠距離に配置されていると推定
できる。また、送信電波強度、ＲＳＳＩ、ＳＮＲなどの情報も用いることで、より高精度
に各無線機器２同士間の距離を推定することができる。
【００２１】
　また、測定情報には、アンテナの向き、角度、電波シールド、増幅回路のゲインといっ
た電波の送受信に用いられるアンテナの情報を含めてもよい。例えば、電波の送信時に複
数のアンテナを用いることで、電波到達の距離、角度、位置を限定することができ、推定
パターンを絞ることができる。アンテナの指向性は、アンテナの向き、電波シールドなど
によって調整することが可能である。また、無線機器２が複数のアンテナを有する場合は
、送信アンテナまでの距離、角度、位置を推定できる場合がある。その場合は、位置情報
を測定情報に含めることで、より精度の高い推定が可能になる。
【００２２】
（推定方法１）
　図３は、配置推定の一例を示す図である。この配置推定では、各設置位置候補間の距離
と、測定情報として無線通信接続の可否結果を用いる。図３（Ａ）では、遮蔽物のない自
由空間中に、３つの無線機器２Ａ、２Ｂ、２Ｃと、３つの設置位置候補３Ａ、３Ｂ、３Ｃ
と、が存在すると仮定する。３Ａと３Ｂとの距離はｄ（ｄは正の実数）、３Ｂと３Ｃとの
距離はｄ、３Ａと３Ｃとの距離は２ｄとする。各無線機器は、いずれかの設置位置候補に
、重複なく設置されているとする。ここでは、実際の無線機器２の配置は、設置位置候補
３Ａに２Ａが、設置位置候補３Ｂに２Ｂが、設置位置候補３Ｃに２Ｃが設置されていると
する。この配置を、（３Ａ、３Ｂ、３Ｃ）＝（２Ａ、２Ｂ、２Ｃ）と表す。無線位置推定
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装置１は、各無線機器と各設置位置候補の正しい組み合わせを認識していないとする。
【００２３】
　無線機器２Ａは、出力電力値Ｗｄ－２ｄにて無線電波を送信しており、当該無線電波に
対する無線機器２Ｂおよび２Ｃの無線通信接続の可否は、測定情報として、推定部１３が
取得しているものとする。出力電力Ｗｄ－２ｄは、距離がｄだけ離れた無線機器と無線通
信するのに十分な出力電力であり、かつ距離２ｄだけ離れた無線機器と無線通信するのに
は不十分な出力電力とする。
【００２４】
　なお、この無線通信接続の可否は、無線機器２Ａが記録してもよいし、無線機器２Ｂお
よび２Ｃが記録してもよい。無線機器２Ａは、無線電波を送信した後に、応答が返ってき
たか否かにより、無線通信接続の可否を判別することができる。また、無線機器２Ｂおよ
び２Ｃは、無線機器２Ａが無線電波を送信する時刻を予め通知しておけば、無線通信接続
の可否を判別することができる。また、受信側の無線機器２が記録する場合は、送信側の
無線機器２が、複数の受信側の無線機器２から、１度に複数の無線通信接続の可否結果を
受信するという事態を防ぐことができる。
【００２５】
　推定部１３は、仮説パターンを算出する。図３（Ａ）の例では、図３（Ｂ）に示す通り
、仮説パターンは、全部で６パターンとなる。仮説パターンは、公知の探索アルゴリズム
を用いて、算出すればよい。なお、仮説パターンは、入力部１２を介して、他のシステム
などから取得してもよい。
【００２６】
　次に、推定部１３は、測定情報から無線機器２Ａと各無線機器２の無線通信接続の可否
を参照し、仮説パターンを限定する。無線機器２Ａは出力電力Ｗｄ－２ｄにて出力電波を
発しているので、無線機器２Ｂとの通信接続は可であり、無線機器２Ｃとの通信接続は否
である。ゆえに、推定部１３は、無線機器２Ａと無線機器２Ｂとの距離は、無線機器２Ａ
と無線機器２Ｃとの距離より短いと推定する。
【００２７】
　また、推定部１３は、入力された設置位置候補に基づき、３つの設置位置候補３Ａ、３
Ｂ、３Ｃの距離を算出し、３Ａと３Ｂ間の距離と、３Ｂと３Ｃ間の距離ｄであると認識す
る。以上により、設置位置候補３Ｂには無線機器２Ａが存在せず、無線機器２Ｂが存在す
ると推定できる。したがって、６つの仮説パターンを、仮説パターン１または仮説パター
ン６の２つにまで絞り込むことができる。なお、推定部１３は、測定情報から、仮説パタ
ーンをこれ以上絞り込むことができない場合は、絞り込んだパターン全てを推定パターン
としてもよい。
【００２８】
　なお、推定部１３は、位置を推定するために必要な情報が不足しているときなど、必要
な情報を要求してもよい。例えば、図３の例において、無線機器２Ａが、距離がｄだけ離
れた無線機器と無線通信するのに不十分な出力電力にて無線電波を送信し続けた場合、推
定部１３は、いつまでも配置推定をすることができない。そこで、推定部１３は、無線機
器２Ａに対し、出力電力Ｗｄ－２ｄにて無線電波を出力するように要求してもよい。
【００２９】
　また、出力電力Ｗｄ－２ｄの情報を得て、配置パターンを２つに絞った後は、設置位置
候補３Ａと３Ｂ間と、設置位置候補３Ｂと３Ｃ間の距離が同じであるため、これ以上、距
離に関する情報を取得しても、１つに絞ることができない。そこで、推定部１３は、推定
に必要な向きに関する情報、例えば、左右方向のゲインが異なる、指向性のあるアンテナ
などの情報を送信するよう、要求してもよい。
【００３０】
　但し、アンテナの向きも相対的な情報であるため、図２や図３（Ａ）のように設置位置
候補が対称系に並んでいる場合、仮説パターンを１つに絞ることはできない。例えば、図
３（Ａ）において、無線機器２Ａのアンテナの向きが正面に対し右を向いていると判明し
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ても、無線機器の正面の方向が不明では、無線機器２Ａが設置位置候補３Ａに設置されて
いるか、３Ｃに設置されているかは特定できない。このように、設置位置候補が対称形の
場合は、最終的にパターンを１つに絞ることはできないので、推定結果は複数のパターン
を出力することになる。
【００３１】
　なお、ここでは、無線機器２の位置が一つも判明していない場合を述べているが、設置
位置が確定している無線機器（アンカーノード）の情報や、無線機器２以外の機器の位置
情報を利用できる場合には、これらの情報を用いて推定を行ってもよい。
【００３２】
（推定方法２）
　上記例では、無線機器２は、出力電力値Ｗｄ－２ｄにて電波を出力すると想定したが、
ここでは、無線機器２が、出力電力値を変化させ、他の各無線機器と通信接続することが
できた出力電力値を取得した場合を想定する。
【００３３】
　この例では、図３の例と同じ状況において、無線機器２は、ｎ（ｎは正の実数）個の出
力電力の一群であるＷｓ（Ｗｓ＝｛Ｗ０、Ｗ１、・・・、Ｗｎ｝）に基づき、Ｗｓに含ま
れる出力電力を定期的に出力する場合を想定する。出力電力群Ｗｓに関する情報は、無線
機器配置推定装置１から取得すればよい。無線機器配置推定装置１は、Ｗｓに含まれる各
出力電力値を、ランダムに定めてもよいし、等比・等差数列のように一定の差分または比
率によって定めてもよい。また、これらの値は、入力部１２を介して、ユーザが入力して
もよい。
【００３４】
　また、無線機器配置推定装置１は、無線機器２に対し出力電力値Ｗｓを与えるのではな
く、他の各無線機器２と通信接続ができるまで、もしくはできなくなるまで、出力電力値
を増減させるように指示してもよい。
【００３５】
　無線機器２は、他の無線機器２ごとに、無線通信接続が可能であった場合の出力電力値
のうち最小の出力電力値と、相手先の無線機器２のＩＤを、測定情報として、無線機器配
置推定装置１に送信する。なお、受信側の無線機器２が、無線機器配置推定装置１に送信
してもよい。または、無線機器配置推定装置１の取得部１１または推定部１３が、測定情
報に含まれる全ての受信電力から、通信接続可否の結果に基づき、各無線機器２同士間で
通信接続可能であった最小の受信電力を抽出してもよい。
【００３６】
　図４は、配置推定の他の一例を示す図である。図４（Ａ）は、各無線機器２同士間にお
ける無線電波の最小出力電力値の表である。例えば、Ｗａｂは、送信側が２Ａ、受信側が
２Ｂのときの最小出力電力値を示す。図４（Ｂ）は、各仮説パターンにおいて、図４（Ａ
）で示した最小出力電力値が満たすべき条件（判別条件）を示す表である。パターン１で
あれば、設置位置候補３Ａと３Ｂ間と、設置位置候補３Ｂと３Ｃ間は、距離ｄで同一であ
るため、ＷａｂとＷｂｃはほぼ同じ値となる。一方、設置位置候補３Ａと３Ｂ間は、設置
位置候補３Ａと３Ｃ間の半分の距離であるため、ＷａｂはＷａｃよりも小さいといえる。
したがって、パターン１であるためには、これら２つの条件式を満たす必要がある。
【００３７】
　推定部１３は、無線機器２同士間の距離を求めた際に、仮説パターンと条件式を算出し
ておくことで、取得した各最小出力電力値から、仮説パターンを絞り、推定パターンを算
出する。
【００３８】
（推定方法３）
　上記例では、各無線機器２同士間において、距離または通信接続可能な最小出力電力値
を比較することにより、仮説パターンを限定している。その方法以外に、電波伝搬モデル
を用いて、通信接続可能な距離を算出し、仮説パターンを限定することもできる。電波伝
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搬モデルを用いて推定する場合を以下に述べる。
【００３９】
　推定部１３は、測定情報である出力電力値Ｗｄ－２ｄと、与えられた電波伝搬モデルに
基づき、距離ｄ離れた地点、および距離２ｄ離れた地点において、通信接続の可否を計算
する。電波伝搬モデルは様々なモデルを用いてよい。また、各無線機器２同士間において
用いる電波伝搬モデルを変えてもよい。ここでは、一例として、自由空間における電波伝
搬モデルを用いる場合を説明する。自由空間における電波伝搬モデルは、次式で表される
。
【数１】

ｘは送信側の無線機器２からの距離を表し、Ｗｒ（ｘ）は距離ｘにある無線機器２が受信
する受信電力を表す。Ｗは送信側の無線機器２の出力電力、Ｇｓは送信側の無線機器２の
アンテナゲイン、Ｇｒは受信側の無線機器２のアンテナゲイン、Γ（ｘ）は距離ｘにおけ
る自由空間伝搬損失（パスロス）を表す。また、自由空間伝搬損失Γ（ｘ）は、無線電波
の波長をλとすると、次式で表される。

【数２】

ゆえに、Ｗｒ（ｘ）は、次式のように表される。
【数３】

【００４０】
　ここで、受信側の無線機器２において、通信接続を可能とする最低限必要な受信電力を
Ｗｒｍｉｎとすると、受信電力Ｗｒ（ｘ）がＷｒｍｉｎより小さい場合、通信接続が不可
となる。出力電力Ｗｄ－２ｄは、距離がｄだけ離れた無線機器と無線通信するのに十分な
出力電力であり、かつ距離２ｄだけ離れた無線機器と無線通信するのには不十分な出力電
力と定義したので、下記の数式を満たすことになる。

【数４】

【数５】

【００４１】
　推定部１３は、上記式を用いて、出力電力値Ｗｄ－２ｄでは、距離ｄは通信接続可能だ
が、距離２ｄでは通信接続が不可であると判断する。そして、無線機器２Ａと無線機器２
Ｂとの通信接続は可という結果から、無線機器２Ａと無線機器２Ｂの距離はｄと判断する
。また、無線機器２Ａ無線機器２Ｃとの通信接続は否であるという結果から、無線機器２
Ａと無線機器２Ｂの距離は２ｄと判断する。これにより、電波伝搬モデルを用いた場合も
、６つの仮説パターンを、仮説パターン１または仮説パターン６の２つにまで絞り込むこ
とができる。
【００４２】
　値の算出に必要なＧｓ、Ｇｒ、Ｗｒｍｉｎ、λは、入力部１２を介して、ユーザまたは
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他のシステムから取得すればよい。ゲインＧｓ、Ｇｒは、取得部１１を介して、無線機器
２から取得してもよい。なお、ゲインＧｓ、Ｇｒが未知であり、無線機器２からも取得で
きない場合、または環境の影響等を加味する場合は、同機種の無線機器を電波暗室等で測
定することで、ゲインＧｓ、Ｇｒを算出してもよい。また、ゲインは、アンテナの角度に
より、その値が変化する。ゆえに、仮説パターンを算出した後で、当該仮説パターンにお
ける無線機器２の位置関係から角度を求め、ゲインＧｓ、Ｇｒを算出し、再度推定部に推
定させることで、推定結果の信頼性を高めてもよい。
【００４３】
　また、通信接続可否ではなく、受信側の無線機器２の受信電力を測定情報として受け取
り、受信電力Ｗｒ（ｘ）に代入することで、送信側の無線機器２と受信側の無線機器２と
の距離ｘを求めてもよい。
【００４４】
（推定方法４）
　上記例では、自由空間における電波伝搬モデルを用いたが、実際の環境では、マルチパ
スフェージングまたはシャドウイングなどの影響を受ける。ゆえに、通信接続可能な距離
にもかかわらず通信接続が否となる場合も、通信接続不可能な距離にもかかわらず通信接
続が可となる場合も、あり得る。そこで、通信接続の可否ではなく、受信信号強度ＲＳＳ
Ｉにて、推定する方法を説明する。
【００４５】
　受信信号強度ＲＳＳＩは、自由空間における電波伝搬モデルと、ランダムな値Ｘを用い
て、次式のように表される。

【数６】

【００４６】
　実際に、このランダム値Ｘを判定し、実際の受信強度を算出することは極めて困難であ
る。ゆえに、ランダム値Ｘは、無線機器２が設置されている環境と同等の環境下における
実測値に基づき、近似する。
【００４７】
　図５は、ランダム値Ｘを算出する方法の一例を示す図である。図５（Ａ）は、ＲＳＳＩ
の実測値を示す図である。実測値は、無線機器２が設置されている環境と同等の環境下に
おける実験などにより、事前に得ておくものとする。ＲＳＳＩの実測値Ｗｒ（ｘ）から、
距離に依存するΓ（ｘ）を含む数式６の右辺の第１項の近似値を減算することで、ランダ
ム値Ｘを算出する。図５（Ｂ）は、ランダム値Ｘのヒストグラムである。このヒストグラ
ムにより、ある一定範囲に属するランダム値の個数を把握することができる。このように
推定されたランダム値Ｘのヒストグラムから、ある一定範囲に含まれる個数を、ヒストグ
ラム全体の個数にて除算することで、確率密度分布を算出し、この確率密度分布に基づき
、使用する電波伝搬モデルのランダム値Ｘを定めてもよい。
【００４８】
　推定部１３が、電波伝搬モデルのランダム値Ｘを決定した後は、上記推定方法と同様に
、距離ｄおよび、距離２ｄにおいて、通信接続の可否を判断し、通信接続の可否結果と比
較してもよい。または、受信側の無線機器２の受信電力に基づき、送信側の無線機器２と
受信側の無線機器２との距離ｘを求めてもよい。
【００４９】
（推定方法５）
　先ほどの例でも述べたが、実際の無線通信では、マルチパスや障害物の存在などにより
、自由空間での電波伝搬特性とは異なった伝播をする。また、ランダム値Ｘは、確率密度
分布により推定するが、適切な値になるとは限らない。そのため、正しい仮説パターンで
も、通信接続可否または受信電力値などの測定情報が、与えられた電波伝搬モデルを満た
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さないときがあり、推定部１３がその仮説パターンを排除してしまうと、正しい仮説パタ
ーンが得られなくなる。そこで、推定部１３は、ある事象の発生確率Ｐｒに基づき、その
事象が発生する尤度および仮説パターン全体の尤度を算出し、最尤の仮説パターンを、推
定パターンとする。
【００５０】
　図６は、発生確率Ｐｒの一例を示す図である。図６の発生確率Ｐｒは、ある所定の出力
電力Ｗが出力されたとき、距離ｄにおける通信接続可否の確率を示すものとする。図６の
横軸は送信側の無線機器２からの距離ｄ、縦軸はその距離ｄにおいて、受信側の無線機器
２との通信接続可否の確率Ｐｒ（ｄ）を表す。推定部１３は、この確率関数Ｐｒ（ｄ）に
基づき、事象の尤度を算出する。例えば、図６によると、距離ｄが１．０のとき、Ｐｒ（
ｄ）は０．３５程度であるから、距離が１．０程度離れた無線機器２とは、０．３５程度
の確率で通信接続が可能であることを意味する。ゆえに、推定部１３は、距離が１．０離
れた無線機器２が、通信接続ができた場合、この事象の尤度をＰｒ（１．０）＝０．３５
とする。通信接続ができなかった場合は、この事象の尤度を１－Ｐｒ（１．０）＝０．６
５とする。このように、確率関数の値が低い場合に、通信接続ができないという事象は、
確からしいと言え、通信接続ができるという事象は、確からしくない（珍しい）と言える
。
【００５１】
　なお、確率関数Ｐｒは、通信接続可否の確率に限定されるものでなく、電波伝搬モデル
を満たす確率でもよい。例えば、受信信号強度ＲＳＳＩの電波伝搬モデルが与えられたと
きは、距離ｄにおける実際の受信信号強度ＲＳＳＩが、電波伝搬モデル式で算出された受
信信号強度ＲＳＳＩ以下である確率などとしてもよい。
【００５２】
　確率関数Ｐｒは、入力部１２を介して、ユーザまたは他のシステムから取得すればよい
。確率関数Ｐｒは、同じ環境下等による実験により求めたものを近似してもよいし、予め
無線機器２から取得した測定情報に基づき算出してもよいし、簡易なべき乗関数などを使
ってもよい。
【００５３】
　想定される仮説パターンをＨｉ（Ｈｉ＝｛Ｈ１、Ｈ２、・・・・、Ｈ｝）とする。推定
部１３は、確率関数Ｐｒに基づき、当該仮説パターンＨｉにおける通信接続可否に関する
尤度ＰＨ（Ｈｉ）を求める。ＰＨ（Ｈｉ）は、次式で表される。
【数７】

ｐＡ（ｘ，ｙ，ｉ）は、仮説パターンＨｉにおける無線機器ｘと無線機器ｙ間において生
じた事象の尤度を表す。先に説明したとおり、事象の尤度は、事象の発生確率Ｐｒと１－
Ｐｒで表される。つまり、仮説パターンＨｉにおいて、無線機器ｘと無線機器ｙとの間で
事象が発生した場合、例えば通信接続可否が可であった場合、ｐＡ（ｘ，ｙ，ｉ）は、ｐ

ｒを意味する。無線機器ｘと無線機器ｙとの間で事象が発生しない場合、例えば通信接続
可否が否であった場合、ｐＡ（ｘ，ｙ，ｉ）は、１－ｐｒを意味する。推定部１３は、全
ての無線機器２同士間における事象の尤度を積算し、当該仮設パターンの尤度を算出する
。
【００５４】
　推定部１３は、ＰＨ（Ｈｉ）の計算を、全ての仮説パターンに対して行ってもよいし、
一部の仮説パターンに対して行ってもよい。例えば、他の推定方法により予め仮説パター
ンが絞られている場合、または仮説パターンの個数が所定の数より多い場合などは、一部
の仮説パターンに行うことが考えられる。また、無線電波が複数回出力された場合には、
各出力を独立試行とみなし、出力ごとに確率計算をしてもよい。そして、算出したＰＨ（
Ｈｉ）のうち最大のＰＨ（Ｈｉ）となる仮説パターンを最尤の仮説パターンとして決定す
る。
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【００５５】
　この推定方法では、図３の例のように無線機器２の台数が少ない場合は、すべての仮説
パターンを対象としても問題はない。しかし、無線機器２の数の増加に伴い、仮説パター
ンの数および無線機器２同士間の数は、爆発的に増加する。配置パターン数は、通常、無
線機器２の数をｎとすると、ｎの階乗となる。なお、設置位置候補に対称性がある場合は
、減少する。また、任意の２つの無線機器２の組み合わせ数はｎＣ２となる。例えば、無
線機器２の数が２０の場合、パターン数が約２．４×１０１８、組み合わせ数は１９０と
なる。したがって、全ての仮説パターンのＰＨおよびすべての無線機器２同士間のｐＡ（
ｘ，ｙ，ｉ）を算出するのは、現実的ではない。そこで、推定部１３は、簡単な乱択法を
用いて、一部の仮説パターンと、一部の無線機器２を対象として、推定を行ってもよい。
【００５６】
　乱択法は、計算の対象候補が複数あるときに、ＩＤなど予め与えられた順番で対象候補
を選択することはせず、複数の対象候補から対象候補をランダムに選択する方法である。
例えば、予め与えられた順番で対象候補を選択していくと、初めのほうに尤度の低い仮説
パターンが固まっている場合、尤度の高い仮設パターンを発見するまでの時間が長くなる
。これに対し、乱択法で計算する場合は、尤度の高い仮設パターンを発見するまでの時間
は、仮説パターンの偏りに影響されることはない。したがって、乱択法を用いて、所定の
回数まで計算を行うことにより、対象候補全てに対して計算を行わなくとも、ある程度、
正しい結果を得ることが可能になる。また、乱択法以外に、ＧＡ法など公知の探索アルゴ
リズムを用いてもよい。
【００５７】
　推定部１３は、仮説パターンをＳ（Ｓは２以上の整数）個用意する。このＳ個の仮説パ
ターンは任意に定めてよい。無線機器２を設置位置候補にランダムに配置してもよいし、
ユーザが指定してもよい。また、各無線機器２には、配置された設置位置候補に対する評
価値の初期値を設定する。評価値の初期値は任意に定めてよい。
【００５８】
　推定部１３は、１つの仮説パターンからランダムに選ばれた２つの無線機器２を入れ替
える。入れ替えた後の仮設パターンの尤度の差分△ＰＨが増加すれば、入れ替え前の位置
の評価値を下げ、入れ替え後の位置の評価値を上げる。また、入れ換えによって生成され
たパターンを仮説パターンに追加する。この入れ替えは、複数回繰り返してよい。推定部
１３は、上記入れ替えを、仮説パターン全てに実施する。そして、仮説パターンを、尤度
の高い順にソートし、上位Ｎ（Ｎは１以上、Ｓ未満の整数）組で切り捨てる。そして、上
位Ｎ組に対し同じ処理を行う。この処理が繰り替えされ、尤度の最も高いＰＨが１つ選ば
れることになる。繰り返しの回数は任意でよい。また、評価値が予め定められた基準値を
越えたときなど、繰り返しの終了条件を定めてもよい。
【００５９】
　また、推定部１３は、繰り返しの際に、仮説パターンを絞り込むために、決定部１５な
どを介して、無線機器２に指示を送ってもよい。例えば、特定の無線機器２に対し出力電
力Ｗを変更させることで、特定の無線機器２の設置位置を絞り込んでもよい。
【００６０】
　推定部１３が設置位置を絞り込む方法の一例を以下に説明する。特定の無線機器２の設
置位置候補が共通する仮説パターンの集合を、推定集合ＰＳとする。また、設置位置候補
が共通する無線機器２の集合を、共通無線機器集合Ｃとする。例えば、無線機器２Ａの設
置位置候補が共通する仮説パターンを集めた場合に、無線機器２Ｂの設置位置の設置位置
候補も全ての仮説パターンで共通であれば、無線機器２Ｂも共通無線機器集合Ｃに含める
。次に、共通無線機器集合Ｃに含まれない、ある無線機器ｒを選択する。推定集合ＰＳに
含まれる仮説パターンにおいて、無線機器ｒの設置位置を確認し、無線機器ｒの設置位置
を無線機器ｒの設置位置候補の集合Ｌに含める。無線機器ｒは、共通無線機器集合Ｃに含
まれていないため、集合Ｌには、必ず２つ以上の設置位置候補が含まれる。そして、共通
無線機器集合Ｃに含まれる、ある無線機器ｃに対し、集合Ｌに含まれる設置位置候補の一
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部に届き、他の一部に届かないような出力電力値Ｗｃにて電波を出力するように指示する
。無線機器ｃが、指示に従い出力電力値Ｗｃにて電波を出力すれば、無線機器ｒとの通信
接続可否によって、集合Ｌに含まれる設置位置候補を絞ることができる。
【００６１】
　出力電力値Ｗｃは、決定部１５が電波伝搬モデルにて計算してもよい。また、出力電力
値を指示するのではなく、出力電波を調整するように指示してもよい。調整を指示された
無線機器ｃは、現在の出力電力において、無線機機器ｒと通信接続できている場合は出力
電力を下げ、無線機器ｒと通信接続できていない場合は出力電力を上げるようにする。こ
れにより、通信接続の可否が切り替わった出力電力値が判明し、当該出力電力値を測定情
報として送信することで、推定部１３が無線機器ｃと無線機器ｒの距離を推定することが
できる。
【００６２】
　なお、ここでは、推定部１３が複数の推定方法を行うように記載したが、推定方法ごと
に実行する部を分けてもよい。また、推定方法の処理ごとに、行う部を分けてもよい。例
えば、各無線機器２同士間の距離を求める部、各無線機器２同士間それぞれの尤度を算出
する部、仮説パターンごとの尤度を算出する部、最尤の仮説パターンを決定する部などに
分けてもよい。
【００６３】
　判定部１４は、算出された仮説パターンに対する判定を行う。例えば、仮説パターンの
尤度が予め定められた閾値以上であるか、仮説パターンの個数が閾値以上あるか、といっ
た条件に基づき、判定される。条件を満たすと判定された場合は、その仮説パターンを出
力部１７に送る。条件を満たさないと判定された場合は、再度、推定部１３に配置推定を
行わせるようにしてもよいし、出力部１７に判定を満たさなかった旨を伝えてもよい。
【００６４】
　決定部１５は、無線機器２に対して指示する内容を決定する。指示は、上述のように、
無線機器２が出力すべき出力電力値、出力電波の調整、推定部１３の配置推定に必要な測
定情報の送信要求、などが考えられる。
【００６５】
　決定部１５は、判定部１４の判定結果を受けて、推定部１３が再度配置推定を行う必要
がある場合に、指示内容を決定してもよい。または、推定部１３が最初の配置推定を行う
前に、指示内容を決定してもよい。例えば、入力部１２から設置位置候補を取得した推定
部１３が、各無線機器２同士間の距離を算出し、決定部１５は、各無線機器２同士間の距
離と電波伝搬モデルに基づき、推定に必要となる出力電力値を算出し、無線機器２に出力
電力値を指示する。これにより、無線機器２は、初めから位置を推定するのに適した出力
電力で電波を出力するため、再度配置推定を行うような事態にならず、効率的に設置位置
を推定することができる。
【００６６】
　なお、決定部１５は、伝達部１６を介して、無線機器２に必要な情報を送信し、出力電
力Ｗは、無線機器２が計算してもよい。
【００６７】
　伝達部１６は、決定部１５が決定した指示を、当該指示を受けるべき無線機器２に伝え
る。ＩＰアドレスなど、無線機器２と通信するための情報は、取得部１１と同じく、予め
入力部１２を介して、取得しておけばよい。
【００６８】
　出力部１７は、推定部１３が推定した組み合わせを、出力する。出力方法は、画面に表
示してもよいし、ファイルなどに保存してもよい。
【００６９】
　次に、本実施形態に係る無線機器配置推定装置１により行われる処理について説明する
。図７は、無線機器配置推定装置１の全体処理のフローチャートである。このフローチャ
ートは一例であって、特に限定されるものではない。例えば、取得部１１と入力部１２の
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処理の順番は前後してもよい。また、このフローチャートは、入力部１１への入力から開
始されているが、予め定められた時刻など、不定期的でも定期的にでも開始されてよい。
【００７０】
　入力部１２が、ユーザまたは他のシステムなどから、無線機器２の情報、設置位置候補
、推定に用いるパラメータなどを受取る（Ｓ１０１）。受け付けたパラメータは、推定部
１３に送られる。
【００７１】
　取得部１１が、各無線機器２の測定情報を取得する（Ｓ１０２）。取得された測定情報
は、推定部１３に送られる。ここでは、取得部１１は、入力部１２の指示を受け、測定情
報を取得することを想定しているが、事前に無線機器２に関する情報、例えば、ＩＰアド
レスなどを取得している場合は、任意のタイミングで測定情報を取得してもよい。また、
測定情報を取得する前に、無線機器２に対して、測定開始および測定に用いる出力電力値
などを指示してもよい。
【００７２】
　なお、測定開始を指示された無線機器２は、指示または予め定められた条件に基づき、
ブロードキャストパケットを１つまたは複数送信するように制御されてもよい。送信する
順序、および個数はランダムでも、所定の値でもよい。無線機器２は、同時に他の無線機
から送信されるブロードキャストを受信し、受信されたパケットの数とＲＳＳＩのリスト
、もしくは算術平均・最頻値・中央値・最大値・最小値などの統計値などを測定情報とし
て記録してもよい。
【００７３】
　推定部１３は、入力部１２からの情報および取得部１１からの測定情報を取得し、配置
推定を行う（Ｓ１０３）。推定部１３が行う推定方法は、予め定められておいてもよいし
、入力部１２を介して、ユーザや他のシステムが指示してもよい。推定は、複数の方法に
て、行われてもよい。ここでは、推定結果は判定部１４に送られるが、出力部１７に送り
、判定を経ずに出力させてもよい。
【００７４】
　判定部１４は、再推定の必要性を判定する（Ｓ１０４）。判定の基準は、予め定めてお
けばよい。例えば、推定パターンを１つに絞れていない場合は、再推定を行うとしてもよ
い。また、判定の基準は、処理ごとに変化させてもよい。例えば、再推定の回数をカウン
トし、再推定の回数が閾値を越えた場合は、推定パターンは３つ以内であればよいなど条
件を緩和することが考えられる。再推定が必要でないと判断した場合（Ｓ１０５のＮＯ）
は、出力部１７が、配置推定結果として、推定パターンを出力する（Ｓ１０５）。
【００７５】
　再推定が必要であると判断した場合（Ｓ１０５のＹＥＳ）は、決定部１５は、無線機器
２に指示する内容を決定する（Ｓ１０７）。指示内容は、送信電波の出力電力値、無線の
チャネルの変更などが考えられる。また、再推定を行うのに必要最低限の測定情報を取得
すればよいため、指示される対象は、全てではなく一部の無線機器２でもよい。但し、無
線のチャネルを変更する際は、チャネル変更を全ての無線機器２に伝達する必要がある。
【００７６】
　伝達部１６は、対象の無線機器２に対し、送信電波の出力電力値などを送信する（Ｓ１
０８）。無線機器２に関する情報、例えば、ＩＰアドレスなどは、取得部１１から取得し
てもよいし、決定部１５から取得してもよい。
【００７７】
　伝達部１６が指示を送信した後は、取得部１１が再度測定情報を取得し（Ｓ１０２）、
処理が繰り返される。以上が、無線機器配置推定装置１の全体処理のフローチャートであ
る。
【００７８】
　以上のように、本発明の一実施形態によれば、１つも無線機器の設置位置が特定されて
いない場合においても、設置位置の候補から、無線機器の配置を推定することができる。
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また、設置位置に関する情報を入手していた場合でも、実際に設置位置が正しいかについ
ての確認にも利用することができる。
【００７９】
　例えば、大量の太陽光パネル（太陽光発電機、太陽光電池、Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ
　（ＰＶ））を設置して発電を行うメガソーラーシステムを構築する際、各パネルに無線
機能を備えた電力変換装置（インバータ、Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　（ＰＣＳ））を取り付けることがある。この無線機能により、システムは障害
発生装置のＩＤを通知する。しかし、システム構築時は同型かつ多数のパネルを扱うため
、太陽光パネルの取り違えが生じやすく、また設置位置を取り違えても電力変換が可能で
あることから取り違えに気付きにくい。ゆえに、配置データが正しくない可能性がある。
そこで、メガソーラーシステムを構築後に、本発明により、太陽光パネルのＩＤと設置位
置の組み合わせが正しいことを確認することで、障害発生時点で初めて入れ違いに気づき
、復旧までの時間が遅延するといった事態を防ぐことができる。
【００８０】
　なお、太陽光発電のインバータ以外にも、ビルや大規模施設に設置された各照明を制御
する無線機器、エアコンの室内機およびリモコン等を無線化した際の個別の無線機器など
についても、同様に配置を推定することができる。なお、上記例のように、配置された無
線機器の種別が同じではなく異なる場合、無線機器の種別は判定が可能なため、無線機Ｉ
Ｄと機器種別の対応が判明していれば、その情報を用いて仮説パターンを絞り込むことが
できる。
【００８１】
　上記に説明した実施形態における各処理は、ソフトウェア（プログラム）によって実現
することが可能である。よって、上記に説明した実施形態における推定装置は、例えば、
汎用のコンピュータ装置を基本ハードウェアとして用い、コンピュータ装置に搭載された
プロセッサにプログラムを実行させることにより実現することが可能である。
【００８２】
　図８は、本発明の一実施形態に係るハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
無線機器配置推定装置１は、プロセッサ４１、主記憶装置４２、補助記憶装置４３、通信
装置４４、デバイスインタフェース４５を備え、これらがバス４６を介して接続された、
コンピュータ装置として実現できる。
【００８３】
　プロセッサ４１が、補助記憶装置４３からプログラムを読み出して、主記憶装置４２に
展開して、実行することで、取得部１１、入力部１２、推定部１３、判定部１４、決定部
１５、伝達部１６、出力部１７の機能を実現することができる。
【００８４】
　本実施形態の推定装置は、当該推定装置で実行されるプログラムをコンピュータ装置に
予めインストールすることで実現してもよいし、プログラムをＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒
体に記憶して、あるいはネットワークを介して配布して、コンピュータ装置に適宜インス
トールすることで実現してもよい。
【００８５】
　主記憶装置４２は、プロセッサ４１が実行する命令、および各種データ等を一時的に記
憶するメモリ装置であり、ＤＲＡＭ等の揮発性メモリでも、ＭＲＡＭ等の不揮発性メモリ
でもよい。補助記憶装置４３は、プログラムやデータ等を永続的に記憶する記憶装置であ
り、例えば、ＨＤＤまたはＳＳＤ等がある。
【００８６】
　ネットワークインタフェース４４は、通信ネットワークに接続するためのインタフェー
スである。無線機器２との通信は、このネットワークインタフェース４４にて実現しても
よい。ここではネットワークインタフェースを１つのみ示しているが、複数のネットワー
クインタフェースが搭載されていてもよい。
【００８７】
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　デバイスインタフェース４５は、外部装置５などの機器に接続するインタフェースであ
る。入力部１１、出力部１７は、外部装置としてデバイスインタフェース４５に接続され
てもよい。
【００８８】
　上記に、本発明の一実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００８９】
１　無線機器配置推定装置
１１　取得部
１２　入力部
１３　推定部
１４　判定部
１５　決定部
１６　伝達部
１７　出力部
２　無線機器
３　設置位置候補
４１　プロセッサ
４２　主記憶装置
４３　補助記憶装置
４４　ネットワークインタフェース
４５　デバイスインタフェース
４６　バス
５　外部装置
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【図５】 【図６】
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