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電波接触に基づく人々の多地点移動の可視化とパターン解析

尾ノ上　晃†1,a) 堀 磨伊也†1 島田 敬士†1 谷口 倫一郎†1

概要：様々な手法を用いた人流に関するデータの収集，解析が盛んに行われている．本研究ではスマート

フォン等の端末が発信するWi-Fiアクセスポイントへの接続要求である Probe request情報を利用する．

しかし，Probe request情報を利用した移動の推定が困難な場合があるため，移動の推定が可能な端末の

データのみを利用する．スポット間のユーザ端末移動数とスポット重要度の時間遷移を地図上に可視化し，

さらにグラフの中心性を用いた変化検出を行うことで多地点移動のパターン解析を行う．

キーワード：位置情報サービス, 外れ値・異常値検出, 情報可視化

Visualizing and Pattern Analysis of People Behavior
Using Probe Request

Akira Onoue†1,a) Maiya Hori†1 Atsushi Shimada†1 Rin-ichiro Taniguchi†1

Abstract: We propose a method for analyzing people behavior using Wi-Fi probe request information. In
this research, we use probe request packets which are send from a terminal such as a smartphone when
searching the Wi-Fi access point. However, since there are several difficult problems for estimation of people
behavior using probe request packets, we only utilize probe request packets can be estimated people behavior
in this research. In the experiments, we analyze the people behavior in the real environment by visualizing the
number of people who transfer between the spots and the importance of spot role. Additionally, anomalies
are detected by generating the regular model from the past data.

Keywords: Location based services, Outlier and anomaly detection, Information visualization

1. はじめに

人流に関するビッグデータの活用が盛んに行われている．

それらのデータの用途は，商業施設における広告配信 [1]，

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災以降では災害

時の避難経路の把握，計画 [2]など多岐にわたる．人流を

把握する手法としては, カメラ [3]やレーザーレンジファイ

ンダを用いたものが存在する．これらのセンサを用いて人

流を広範囲で把握するためには, 単一センサの範囲内で正

確にトラッキングするだけでなく, 複数センサ間での人物

の対応付けを正確に行う必要がある. それに加え, オクルー

ジョンによりセンサの解析範囲内に存在するが検出されな
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いといった問題も存在する. また，[4]，GPSデータ [5]や

Bluetooth[6]などが存在するが，これらの手法はセンサ間

での個人の対応付けやユーザによるデータ利用の承諾など

の欠点が存在する．

本研究では, ユーザ端末がWi-Fiアクセスポイントへの

接続要求のために発信している Probe request情報を人の

行動分析に利用する. Probe request情報は, ユーザ自身が

特定のアプリをインストールする必要も無く, Wi-Fiの機

能をオンにした状態でWi-Fiパケットセンサが分散設置さ

れた解析範囲内に存在すれば収集可能である. また, Wi-Fi

パケットセンサは, 他の手法に比べて小さいコストでイン

フラ整備が可能であるため，導入が容易に行える．しかし，

一部のユーザ端末ではユーザ端末側で本来のものとは別の

MACアドレスを新たに作成し，それを Probe request情

報に用いる（以下, ランダム化）ことや, ユーザ端末の使用
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状況によって Probe request情報の発信間隔が変化するこ

とといった, 計測し行動を分析する上で困難な要素が複数

存在する. 本研究ではこれらを考慮し作成されたデータを

用いて，スポット間のユーザ端末の移動数を計数し，その

時間遷移を地図上に可視化する．さらに，スポット間の移

動ユーザ端末数をもとに，スポットの中心性を算出し，変

化検出を行うことで人々の行動を分析する．

2. 関連研究

2.1 人流把握の手法

スマートフォンやタブレットなどの機器（以下，ユーザ

端末）が普及したことにより, ユーザ端末内のアプリやセン

サを用いて人々の行動に関するデータを得ることが可能に

なった. GPSデータを利用した研究 [7]がある. GPSデー

タは新たにインフラ整備をすることなく大量の位置情報の

収集が可能であるが，GBSデータの収集と利用にはユー

ザの同意が必要であり，屋内ではユーザ端末の位置情報を

取得することが困難である. Bluetoothを利用した研究 [6]

も存在する. Bluetoothを用いる際には，ユーザ端末に特

定のアプリをインストールする必要があり，ユーザがデー

タ取得を許可した場合のみ利用が可能になるため，大量の

データを収集することは困難である.

Probe request 情報を利用した人流解析も行われてい

る [8][9]．福崎ら [8]は, スマートフォン等のポータブル端

末のデータのみを使用するために, 施設の利用時間外であ

る夜間に継続して観測されたMACアドレスをWi-Fiアク

セスポイント等の固定端末とみなし，解析対象から除外す

る工夫を凝らしている．また，イベントの開催時間を基に

算出される移動数から，おおまかな人流の傾向が把握可能

であることを示している.高柳ら [9]は，複数のWi-Fiパ

ケットセンサで Probe request情報を収集し, ユーザの移

動シーケンスを作成する手法を提案している．この際，複

数Wi-Fiパケットセンサでの同時観測データに対して前後

のデータとの並びを考慮することで, より自然な移動シー

ケンスを一意に決定している．実際に通過したセンサの順

序と，移動シーケンスとの比較を行い，Probe request情

報の発信間隔が精度に大きく関係していることを示してい

る. これらの研究 [8][9]において, 実環境で実験を行った

場合には，Probe request情報の発信間隔が広いユーザ端

末のデータに対する処理が行われていない．ユーザ端末の

Probe request情報の発信間隔は，OSの種類や画面をオン

にしているか，データ通信を行っているか等の使用状況に

より大きく変動する．よって，収集した Probe request情

報のデータのみを用いて Probe request情報の発信間隔が

広いユーザ端末の移動を正しく推定することは困難であ

る．また，これらの研究では，ランダム化が行われている

ユーザ端末を含めたデータを使用している．

本研究では，移動の把握が可能なユーザ端末のデータの

みを使用するために，収集された全データに含まれるユー

ザ端末ごとに条件を設定する．その条件に当てはまるユー

ザ端末が全ユーザ端末の代表的な移動を行うと考える．

2.2 変化検出の手法

人物の行動変化，異常を検知する方法としてカメラ画像

を用いた手法がある [10]．カメラ画像内の人物を検出し，

行動パターンをクラスタリングする．その後各クラスに異

常か正常かのラベルを付け，新たな入力画像が異常である

か判定するものである．カメラ画像を用いた手法では，個

人個人の動きに対して異常であるかどうかを判定できる利

点があるが，カメラに映る局所的な範囲でのみの解析であ

るため広域における人々の移動傾向を捉え，異常であるか

判定することは困難である．

焦電型センサによって得られた情報から行動パターンを

学習し，非日常的行動かどうかを判断する手法 [11]も存在

する．焦電型センサは，赤外線量の変化による人体の存在

を検出可能であるが，人数を把握することは困難であるた

め利用環境が限られる．また，RFIDを用いた変化検出の

手法 [12]も存在するが，被観測者に RFIDタグをもたせる

必要があるため，商業施設等における不特定多数の人の行

動を把握するには不向きである．

Probe request情報は，ユーザに特別な準備や操作を要求

することなくユーザの行動を把握することが可能であるた

め，焦電型センサや RFIDよりも広範囲の人流の変化検出

に適しているが，Probe request情報を基に作成されたユー

ザ端末の移動情報を用いた変化検出は行われていない．本

研究では，ユーザ端末の移動を分析することで，イベント

等による人の行動の変化検出が可能であるかを検証する．

3. スポット間の移動ユーザ端末数の推定

本研究では，Wi-Fiパケットセンサを用いて解析範囲内

における人々の移動を推定し，その流量や傾向を把握する

ことで，移動ユーザ端末数の可視化や日常との変化の検出

を行う．本章では，Wi-Fiパケットセンサを用いて収集さ

れたデータから各ユーザの移動を推定し，スポット間の移

動ユーザ端末数を計数する手法を述べる．

3.1 Wi-Fiパケットセンサで収集されるデータ

Probe request情報は, スマートフォン等のWi-Fi機能

を有するユーザ端末がWi-Fiアクセスポイントへの接続

要求のために発信するパケットである. Probe request情

報には発信元のMACアドレスが含まれているが, それを

そのまま収集, 保存することは個人情報の保護の観点から

好ましくない．そのためMACアドレスをハッシュ関数に

よって変換されたものを保存する. これを文献 [8]に則り，

Anonymous MACアドレス（以下, AMACアドレス）と

呼ぶ.
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表 1: Wi-Fiパケットセンサで収集されるデータの例
　

時刻 unit id AMAC random RSSI[dBm]

15. . . 33 10000001 ca7. . . 107 0 -68

15. . . 35 100000CD 912. . . 90f 1 -81

15. . . 41 100004D3 ebs. . . 63a 0 -73

...
...

...
...

...

一部のユーザ端末ではランダム化が行われているため,

同一ユーザ端末にもかかわらず複数のMACアドレスが生

成される可能性がある. ランダム化は

• iPhone (5以降)

• iOS (8以降)

• Wi-Fiアクセスポイントに未接続

の 3つの条件を満たしている場合に行われる. よって, iOS8

以降の OSの iPhoneであっても既知のWi-Fiアクセスポ

イントに接続されている状態であれば, ランダム化は行

われずユーザ端末本来の MACアドレスを使用するため,

AMACアドレスも一つになる.

表 1にWi-Fiパケットセンサで得られる Probe request

情報を示す. 時刻は UNIX timestamp, unit idはWi-Fiパ

ケットセンサの ID, RSSIは Probe requestの受信電波強

度をそれぞれ示す．RSSI は値が大きいほど電波が強く，

RSSIはWi-Fiパケットセンサとユーザ端末との距離が短

い程大きくなるため, Wi-Fiパケットセンサ付近に存在す

るユーザ端末であるかどうかの判定を RSSIから行うこと

が可能である. random列の値は, ランダム化されている

MACアドレスである場合は 1, ランダム化されていない

MACアドレスである場合は 0となる.

3.2 ユーザの移動経路推定のためのデータ選別

Wi-Fiパケットセンサで収集される全データには，ラン

ダム化の機能を有するユーザ端末のデータが含まれる．こ

のデータを使用した場合，同一ユーザ端末であるが複数の

AMACアドレスが生成され，収集されたデータでは複数の

ユーザ端末として計数される．また，Probe request情報

の発信間隔が広いユーザ端末のデータも含まれる．Probe

request情報の発信間隔が広いユーザ端末は，実際は解析範

囲内を移動し，スポット付近に存在しているにも関わらず，

その間に Probe request情報が発信されずWi-Fiパケット

センサでデータが収集されない場合がある．こういった場

合，ユーザ端末の正しい移動を推定することが困難である

ため，本研究では信頼性のあるデータのみを使用するため

にデータの選別を行う．以下に選別条件を述べる.

( 1 ) ランダム化されていない．

( 2 ) RSSIにしきい値Rth [dBm]を設定し, Rth ≤(RSSI値)

を満たす．

( 3 ) 同一 AMACアドレスにおいて時刻間ｔに条件 1，2を

満たす Probe request情報が p個以上収集される．

以上の三つの条件を満たすユーザ端末のデータのみを使用

し，移動ユーザ端末を計数する.

3.3 スポット間の移動ユーザ端末の推定

3.2節の条件を満たしたユーザ端末のデータを用いてOD

表（Origin Destination Table）と呼ばれる k× k行列M

を作成する．OD表は行が出発スポット, 列が到着スポッ

トであり，M の (i, j)成分mij は時刻間 tにスポット iか

らスポット j へ移動したユーザ端末数を表す．OD表の作

成は以下の 3つのステップで行う．

( 1 ) ユーザ端末リストの作成

( 2 ) 各 AMACアドレスで移動シーケンスの作成

( 3 ) 移動ユーザ端末数を要素とする OD表の作成

1ステップ目では，全期間のデータが保存されているデー

タベースから 3.2節の 3条件を満たすユーザ端末リストを

作成する.

2ステップ目では，ユーザ端末リストに含まれるユーザ

端末 uの時刻間 tにおける移動を表す移動シーケンスベク

トル um を作成する．lv を代表スポット，xを時刻間 tを

t′ 分ごとで分割した個数とすると，式 (1)で表される．

um = (l1, l2, . . . , lx) s.t. x =
t

t′
(1)

代表スポット lvは v個目の t′分間に収集されたユーザ端末

uの全データの内，RSSIが最大のデータのスポットとする．

v個目の t′分間にデータが存在しない場合，lv = N/A(Not

Available)とする．RSSIの比較による代表スポット lv の

決定は，t′ 分間において実際には移動していないが，複数

スポット間で観測されたため誤って移動したと推定される

ことを防ぐために行う．

3ステップ目では，ユーザ端末 uの移動シーケンスベク

トル um の要素を順に比較し，式 (2)を満たす変数 v, v′

と移動シーケンスベクトル um の 3要素 lv, lv′ , lv′′ につ

いて，式 (3)に示す条件を満たすとき式 (4)に示す計算を

行う． v, v′ ∈ {1, 2, . . . , x}

v < v′
(2)



lv ̸= lv′

lv ̸= N/A, lv′ ̸= N/A

lv′′ = N/A s.t. v < v′′ < v′, v′′ ∈ {1, 2, . . . , x}

v′ − v < th s.t. 2 ≤ th ≤ x

(3)

mlvlv′ ← mlvlv′ + 1 (4)

thは lv, lv′ 間の移動推定が困難であるかどうか判別する

ための閾値である．本研究では 3.2節の 3条件により信頼

性のあるデータのみを分析に用いている．故に，式 (3)を
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満たさない lv, lv′ 間においては，ユーザ端末 uは Probe

request情報を発信しているがWi-Fiパケットセンサで収

集されておらず，移動推定が困難であると判別し式 (4)に

示す計算を行わない．

4. スポット重要度の推定と変化検出

OD 表M と 4.1 節で定義する各スポットの SpotRank

を成分とする SpotRankベクトル rを用いて，スポット重

要度の推定を行う．また，特定のイベント等が行われてい

た日の変化検出を行うことにより，その日の人流を例外状

態と検出することが可能であるか検証する．

4.1 グラフの中心性を用いたスポット重要度 (SpotRank)

の推定

本研究では，ネットワークにおける各ノードの重要度を

評価する中心性を求める L. Pageらの PageRank[13]と呼

ばれる手法を用いて各スポットの重要度を求め，そのス

ポットが人の移動において果たす役割を知ることを目的と

する．PageRankはウェブページの重要度をはかる指標と

なるものであり，ウェブページをスポットに置き換えるこ

とで各スポットの重要度を求めることが可能である．本研

究では，スポットの重要度を SpotRankと呼ぶ．この場合，

スポットから他のスポットへ移動することを流出，他のス

ポットから移動してくることを流入とすると SpotRankは

以下の 3要素で決定される．

• スポットへの流入経路数
• 重要なスポットからの流入であるか
• 流入元スポットの流出経路数
基本的に，多くのスポットから人が流入しているスポット

の SpotRankは高い．また，SpotRankの高いスポットか

らの流入が存在するスポットもまた SpotRankが高いとい

える．さらに，流出経路数が多いスポットからの人の流出

経路より，数少ない流出経路を持つスポットからの流出経

路の方が貴重な経路であるとして SpotRankが高くなる．

SpotRankを求める手法を以下で説明する．スポット iか

らスポット j への移動ユーザ端末の有無を示した隣接行列

Aの (i, j)成分 aij は式 (5)で定義される．なお，式 (5)で

示したmij は OD表M の (i, j)成分である．

aij =

0 (mij = 0)

1 (mij > 0)
(5)

次に，L. Pageら [13]は各エッジに重み付けを行っていな

いが，本研究では移動ユーザ端末数が多いエッジは，より

重要であると考え，重み付けを行う．SpotRankの確率遷

移行列H の (i, j)成分 hij は式 (6)で定義される．wij は

スポット iからスポット jへ張られたエッジの重みであり，

式 (7)で表される．L. Pageら [13]は各ページのランクを

要素とする PageRankベクトルRを式 (8)に示す関係で定

義している．cは式 (8)の解Rが ∥R∥1 = 1となるための

係数，1は全要素が 1のベクトルである．また，eはラン

クソースベクトルと呼ばれる全てのページに与える一定の

PageRank値を成分とするベクトルであり，∥e∥1 = 0.15で

ある．SpotRankも同様にこの式を解き，成分の和が 1に

なるように正規化することで求める．

hij = ajiwji (6)

wij =
mij∑k
j=0 mij

(7)

R = c(H + 1e)R (8)

4.2 通常モデルによる変化検出

OD表M または SpotRankベクトル r 同士の差分を計

算し，変化検出を行うことで通常状態と例外状態を判別す

る．差分の計算には，コサイン類似度と要素間差分の 2つ

の手法を用いて行い，時間的側面と場所的側面という異な

る視点からの変化検出が可能であるかどうかを検証する．

また，差分の計算に用いるデータは通常モデルにより作成

する．通常モデルは，通常状態とするデータの集合であり，

目的データが比較対象としたいデータに応じて柔軟に作成

が可能という利点がある．同一目的データの場合であって

も，通常モデルを作成する際に用いるデータの選択条件に

より差分の結果は大きく変化する場合がある．人流解析の

分野においても，ある期間のデータに対して様々な通常モ

デルとの比較によりその期間の人流はどのような特徴を

持つのかを推定可能である．その手法を図 1に示す．時刻

間 tを 1フレームとする目的データをDt，同一幅の sフ

レームの過去データの集合を通常モデルDb とし，式 (9)

に示す．

Db = {Db(1),Db(2), · · · ,Db(s)} (9)

通常モデルDbを用いて，式 (10)に示すように各要素を定

義する平均データ D̄b を作成し，平均データ D̄b を通常状

態のデータと仮定し，目的データDtとの差分を計算する．

差分の計算には，コサイン類似度と要素間差分の 2つの手

法を用いて行う．d̄ij =
∑s

q=0 m
b(q)
ij

s (OD表M)

d̄i =
∑s

q=0 r
b(q)
i

s (SpotRankベクトル r)
(10)

コサイン類似度 C は n次元ベクトルの向きの類似性を

表す値で，ベクトルの向きが近いほど大きな値をとり，一

致しているとき最大値の 1をとる（式 (11)）．平均データ

D̄b と時刻間 tの目的データ Dt とのコサイン類似度 (以

下，類似度)を求めることにより，時刻間 tにおける人流

が通常状態からどれだけ変化しているのかという時間的変

化を検出することが可能である．
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図 1: 通常モデルを用いた差分計算手法

a = (a1, a2, · · · , an)

b = (b1, b2, · · · , bn)

C(a, b) =

∑n
i=1 ai · bi√∑n

i=1 a
2
i ·

√∑n
i=1 b

2
i

(11)

要素間差分は通常モデルDb に含まれる過去データの同

一成分データの集合 dbij（式 12）の分布が正規分布に従う

と仮定した場合，平均データ D̄b と目的データDt，dbij の

標準偏差を (i, j)成分とするデータDσ の関係を式 (13)で

表すことが可能である．α ◦Dσ は αとDσ のアダマール

積である．式 (13)は，目的データDtが過去の平均データ

D̄b から標準偏差の α倍離れていることを意味している．

よって，式 (13)を αについて解くことで各スポットが通

常状態からどれだけ変化しているのかという場所的変化を

検出することが可能である．

dbij = {d
b(q)
ij | q = 1, 2, · · · , s} (12)

Dt = Dd +α ◦Dσ (13)

5. 実験

各スポット間の移動ユーザ端末数と各スポットの Spo-

tRankをそれぞれ地図上に可視化した．加えて，通常モデ

ルを用いて実際に行われたイベントを例外状態として検出

可能であるか，並びにイベント状況に応じた変化検出が可

能であるかの検証を行った．

5.1 Wi-Fiパケットセンサでのデータ収集期間, 解析範囲

分析対象となるデータは平成 28年 5月 10日から平成 29

年 9月 17日の期間に, 九州大学伊都キャンパス内の 20地

点 (以下, スポット）に設置された計 24台のWi-Fiパケッ

トセンサで収集された Probe request情報である. 図 2に

Wi-Fiパケットセンサの設置場所を示す．ただし，スポッ

ト 19，20は平成 29年 4月 1日に設置されたWi-Fiパケッ

トセンサである．また，1スポットにつきWi-Fiパケット

センサが 2台ずつ設置されている箇所については表 2にま

とめた．この 4スポットにおいては，2台のWi-Fiパケッ

トセンサをまとめて同一のスポットとして扱った.

図 2: Wi-Fiパケットセンサ設置場所

表 2: Wi-Fiパケットセンサを 2台設置しているスポット

スポット 階 施設名 用途

1 1 メインダイニング 食堂

2 1 クアシス カフェ

3 4 鴎鳴天空広場 自習スペース

4 B1 ビッグダイニング 食堂

図 3: 移動ユーザ端末数の可視化

5.2 移動ユーザ端末数とスポット重要度の可視化

1フレーム 10分間，5時間分のスポット間の移動ユーザ

端末数の変化を可視化した結果を図 3に示した. OD表を

用いてユーザ端末が移動したスポット間を矢印で表す．矢

印の色がユーザ端末数を表しており，ユーザ端末数が多く

なるにつれて青から緑, 赤となる．図 3はある平日の 12時

から 12時 10分の移動ユーザ端末数の可視化を可視化した

結果であり，食堂へ向かうユーザ端末数が増加することか

ら，昼休み (12から 13時)に昼食をとる人が多いという，

実際の環境や経験に合った結果が得られた.

図 4に示すように，各スポットの SpotRankの可視化は

有向グラフを用いて行った．移動ユーザ端末が存在するス

ポット間にその移動方向も含めたエッジを張り，SpotRank

の値が大きいほど各スポットの円が大きくなる．SpotRank

の時系列変化を可視化することで解析範囲における中心的

役割を担うスポットの変遷を直感的に把握することが可能

となった．
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図 4: スポット重要度の可視化

表 3: 例外状態とするイベント

　

日付 曜日 イベント名

2016/11/19 土 九大祭（学祭）

2017/01/19 土 センター試験　

2017/04/05 水 入学式

2017/09/13 水 平成 29 年度土木学会全国大会　

5.3 変化検出結果

本研究では標準モデルを用いて変化検出を行った．5.3.1

節で，類似度を用いた 1日単位の時間的変化検出の結果を

スポット間移動ユーザ端末数と SpatRankについてそれぞ

れ示し，表 3 に示すイベントと照らし合わせることで例

外状態の検出の有用性を検証した．また，移動ユーザ端末

数と SpotRankで変化検出の結果に差があるのかも確認し

た．次に，5.3.2節で要素間差分を用いた場所的変化検出の

結果をスポット間移動ユーザ端末数と SpatRankについて

それぞれ示した．表 3に示すイベントのうち，学祭と入学

式を対象に行い，その結果を示した．なお，各日時におけ

る類似度の値は，その日時から指定期間分のデータを用い

て算出された値である．例えば，1時間ごとの変化検出に

おける 2017年 7月 4日 12時のデータは 2017年 7月 4日

12時から 13時のデータを指している．

5.3.1 類似度を用いた時間的変化検出

本研究の解析範囲が大学キャンパスであり長期休暇が約

2か月間あることを考慮して，通常モデルはターゲットの

日から 2か月前までの同一曜日，同一時間のデータの集合

とし，式 (9)において s = 8とした．

図 5に示すように，イベントが行われた曜日ごとに算出

した 1日ごとの移動ユーザ端末数の類似度の結果から各イ

ベントにおける移動ユーザ端末数の類似度は通常より低い

値であることが分かる．水曜日（図 5(a)）では平成 29年

度土木学会全国大会が行われた平成 29年 9月 13日の類似

度が低いことが分かった．図 5の青色帯部は大学の長期休

業期間であり，特に夏季休業と冬季休業については類似度

が低下した.また，冬季休業直後の土曜日（図 5(b)）はセ

(a) 水曜日

(b) 土曜日

図 5: 移動ユーザ端末数の類似度（1日ごと）

(a) 水曜日

(b) 土曜日

図 6: SpotRankの類似度（1日ごと）

ンター試験が行われたため類似度が低い期間が継続したと

推定される．

SpotRankについても移動ユーザ端末数と同じイベント

について変化検出を行い，その結果と移動ユーザ端末数に

よる変化検出の結果との間に差があるのかどうかを検証し

た．1日ごとの SpotRankの類似度（図 6）は，1日ごとの

移動ユーザ端末数の類似度（図 5）と似た推移をすること

が分かった．

また，本研究であらかじめ例外状態と設定したイベント
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表 4: 祝日または例外状態とした日以外におけるイベント

　

記号 日付 曜日 イベント名

A 2016/10/22 土 給水装置工事主任技術者試験

B 2017/05/03 水 憲法記念日

C 2017/06/10 土 国税専門官採用試験　

D 2017/07/22 土 椎木正和感謝コンサート

E 2017/09/16 土 日本農業経営学会研究大会　

以外の日においても類似度が低い日が存在したため，祝日

や解析範囲内で行われたイベントについて調査を行った結

果を表 4に示す．表 4の記号列は図 5と図 6中の記号に対

応している．九州大学において行われたイベントがまとめ

られたデータが存在せず，類似度が低下した原因が不明な

日も存在したが，イベントが行われた日は行われていない

日に比べ類似度が低下する傾向にあると推定される．

5.3.2 要素間差分を用いた場所的変化検出

要素間差分を用いた場所的変化の検出においては，通常

モデルはターゲットの日から 2か月前までの平日，休日別

のデータを使用することとし，式 (9)において平日の場合

s = 40，休日の場合 s = 16 とした. また，通常モデルに

含まれる OD表M b(s)の要素の分布が正規分布に従うと

仮定した場合，式 (14)を満たす確率は約 1％であること

から，本研究では通常状態と例外状態との判別する際の式

(13)中の α値を α = 2.5とした．

α < −2.5 ∨ 2.5 < α (14)

各イベント日における各スポット間の移動ユーザ端末数

の α値を図 7(a)，図 7(b)に示す．行が Origin，列が Des-

tinationであり，行と列の番号は図 2に示すスポット番号

である．なお，図 8に示すように α値によって各要素に色

付けを行った．なお，学祭時のスポット 19，20，入学式

時のスポット 15に設置されたWi-Fiパケットセンサでは

Probe request情報の収集が行われていなかったため値は

全て 0であった．

図 7(a)に示すように，学祭期間は多くのスポット間で例

外状態であると判別された．特にスポット 10，11，12，13

は流出流入共に高い α値であった．これらのスポット周辺

には出店が営業しており，多くの人でにぎわっていたこと

からも正しい結果といえる．反対に緑枠で囲んだ部分であ

るスポット 9は他のスポットに比べて例外状態のスポット

間の数が少ない．これはスポット 9にはステージが設営さ

れていたため，付近を移動したユーザ端末数は通常状態と

あまり変わらなかったと推定される．また，黄枠で囲んだ

スポット間も，通常状態でも多くのユーザ端末が利用する

経路であったため α値は低かったと推定される．

入学式の各スポット間の移動ユーザ端末数の α 値ヒー

トマップを図 7(b)に示す．緑枠で囲んだ部分に注目する

と学食やセンター 2号館周辺のスポット間の多くで例外状

(a) 2016/11/19 学祭

(b) 2017/04/05 入学式

図 7: スポット間移動ユーザ端末数の α値ヒートマップ

図 8: ヒートマップの色と α値の関係

態であると判別された．これは，同日に，センターゾーン

で新入生ガイダンスや学生証配布などの行事が行われたこ

と，部活やサークルの勧誘活動が行われていたことが原因

であると推定される．このように，スポット間の移動ユー

ザ端末数の α値を用いて，どのスポット間の移動ユーザ端

末数が例外状態であったか場所的な変化検出が可能である

ことが示された．

学祭と入学式が行われた日における 1時間ごとの Spo-

tRankの α値ヒートマップを図 9に示す．行が各スポッ

ト，列が時間（1時間ごと）である．図 9(a)内の緑枠に示

すように，9時から 13時はスポット 2が，学祭開催期間で

ある 9時から 20時はスポット 10が通常より中心的スポッ

トであったことが推定される．また，同図内の黄枠に示す

ように 19時台においてスポット 17，18が通常より非常に
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(a) 2016/11/19 学祭

(b) 2017/04/05 入学式

図 9: SpotRankの α値ヒートマップ (1時間ごと)

重要度が高かったことが分かる．スポット 17，18はバス

停であり，学祭開催日の 19時台は臨時バスが運行し多く

の人が利用していたことが原因と推定される．

入学式の日において，スポット 1，4は図 7(b)では通常

より多くの人が流出入していたが，図 9(b)内の緑枠に示す

ように，SpotRankは 1日を通して通常より低かった．こ

れは，スポット 1，4は学食であり，通常では SpotRankが

高いスポットであったが，入学式開催日においては同図内

の黄枠に示すスポット付近に最も多くの人が集まっており

中心的エリアであったことが原因と推定される．

移動ユーザ端末数と SpotRankを用いて，類似度による

例外状態の日や時間帯の検出と要素間差分による例外状態

のスポットの検出が可能であることを示した．

6. まとめ

本稿では, 環境に分散設置されたWi-Fiパケットセンサ

を用いて，ユーザ端末の Probe request情報を収集し, ス

ポット間の移動ユーザ端末数と各スポットの重要度である

SpotRankの可視化，さらに変化検出を行うことによりイ

ベント等の例外状態を検出する手法の有用性を検証した.

実験ではスポット間の移動ユーザ端末数と SpotRankの時

系列変化を可視化することでより直感的な把握が可能と

なった．また，変化検出においては，類似度を用いた時間

的変化と要素間差分を用いた場所的変化の 2つの側面から

変化検出を行うことで，より詳細な分析が可能となること

を示した．今後の研究では，大学キャンパス以外での観測

データを用いた実験，可視化については利用するユーザに

適した表示形式の改善，変化検出については，スポット，

日，時間をそれぞれ軸とするテンソルを利用した分析を行

う予定である．
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