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１． はじめに 

現在，人工知能(AI)においてディープラーニン

グ(DL)1)がメインとなった研究課題が主流である．

DL では，自動機械学習，画像処理，写真のオブ

ジェクト分類，自動手書き認識，自動ゲーミング，

データ測定など様々な場面に適用されている． 

本研究では，電波強度による位置推定に対し

て DL の適用を試みた．これまで屋外では GPS や

携帯電話の電波による位置特定が行われている．

また，屋内では無線 LAN のアクセスポイントから

の電波を利用した位置推定の研究が行われてお

り，これまで機械学習手法の一つである SVM を利

用した方法が提案されている 2）． 

本研究では，無線 LAN の電波強度を利用した

位置推定に DL を適用し，どの程度の制度で位置

推定が可能であるかを実験的に明らかにした． 

 
２． 実験環境およびデータ収集 

図１は実験環境を示しており，図のように９つの

アクセスポイント(AP1 から AP9)を配置した．アク

セスポイントは，Buffalo AirStation Pro WAPM-

APG300N を利用し，2.4GHz の電波を発信する

ように設定した． 

 

 

図 1 実験環境および AP の配置 

電波強度の測定には Apple MacBook Air を利

用した．図１の左下を原点として，１m 間隔（９９地

点）で９つの AP からの電波強度（RSSI 値）を測定

した． 

表１には，収集したデータの一部を示した．AP

から得られるデータには（X,Y）地点を設け各地点

で 5 個ずつのデータを収集した．なお全部で

17820 個（99 地点×180 回）のデータの収集を行

なった． 

 

表１：収集データの例 

X Y AP1 AP2 AP3 … AP8 AP9 

0 0 -30 -43 -54 … -54 -49 

0 0 -30 -42 -52 … -54 -49 

… … … … … … … … 

8 10 -52 -49 -49 … -43 -30 

8 10 -52 -48 -49 … -43 -30 

 
３． データ解析 

DL 解析ツールとしてワイカト大学によって開発

された Java 系のデータマイニングツール Weka を

使用した．解析は GPU 付 DL 専用パソコン(CPU 

Xeon E5-1620v4 4core/8thread 3.5GHz, メモリ 

64GB, GPU : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 

11GB,OS: ubuntu 16.04 LTS ) で行った． 

本研究の位置推定において，入力情報は，表

１における AP1 から AP9 の値であり，出力は位置

座標となる X と Y である．しかしながら，問題を簡

単にするために，今回は，X と Y を別々に推定す

るように解析を行なった． 

図 2 には，今回，解析を行なった基本的な DL



のレイヤー構成を示した．データの入力に対し，

GravesLSTM レイヤーを一層目とし，入力 9 に対

し出力を 27 に設定した．Activation Function を

sigmoid と gate activation function を TanH にし

た．GravesLSTM によって解析された結果を 2 層

目である Dense Layer に渡され，Dense Layer に

も出力を 27 と ActivationSigmoid を設定する．最

後に Output Layer が LossMCXENT と

ActivationSoftmax を使って出力をする仕組みに

なっている．最適化アルゴリズムは Stochastic 

Gradient Descent である． 

 

 

図 2 DL のレイヤー構成 

 

 本研究では，図２に示したレイヤー構成を基本

とし，どのようなレイヤー構成に設定すれば，最も

精度が良くなるかを実験的に検証した． 

 

４． 実験結果 

この実験には全てで４種類のニューラルネットワ

ーク構成を用いた．第一構成は図 2 の終わりに

示されている Output Layer だけを使用している．

第二構成として Dense Layer と Output Layer の

みを設定している．第三構成には, 図２に示す通

りの構成である．第四構成は，図２の構成におい

て，Dense Layer を Output Layer の前に追加し

た構成である． 

ここで X を出力とする場合の解析では，epochs

数として５０と学習レートを 0.01 に設定した．

Weight Initialization Method を XAVIER FAN IN

実験形式として，Cross-Validation の５ folds を試

した．これが本実験で精度が一番良かった組み

合わせであり，表２の X には，その時の精度を示

した． 

次に，Y に対し行われた解析では epochs 数と

して５０と学習レートを 0.01 に設定した．Weight 

Initialization Method を XAVIER FAN IN 実験形

式として Cross-Validation の 10 folds を試してみ

た．表２の Y には，その時の精度を示した． 

 

表２：実験結果 (%) 

構成	 X	 Y	

第一構成	 32.5253	 31.2121	

第二構成	 61.2626	 57.2727	

第三構成	 81.9697	 81.1616	

第四構成	 70.00	 69.596	

 

表２の結果より，一番精度が良かった構成は第

三構成だった． 

 

５． おわりに 

 本研究を通して無線 LAN の電波強度を利用し

た位置推定に対して，いくつかのニューラルネット

ワークで実験を行った．DL において，ニューラル

ネットワークの組み合わせによって結果が異なる．

今回は GravesLSTM レイヤーと Dense レイヤー

の組み合わせが最も効果的だった．一番結果が

良かったのが X で 81.9697％だった．それに対し

Y が 81.1616％だった. しかし，データ数をさらに

増やすことで精度を挙げられると考えられる． 
今後の課題は，データ数と精度の関係を明ら

かにすることや，他のレイヤー構成の検討などが

挙げられる． 
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