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あらまし 電波マップ構築が注目を集めている．これは，端末が移動観測した受信電力情報を外部サーバへ集約し，

空間内挿を併用することであるエリアの無線環境の状態を可視化する手法である．既存送信局の通信品質を可視化

することで無線リソース管理の補助情報として活用できる他，位置指紋に基づく端末位置推定のような応用検討も

広く進められている．本稿では，空間内挿に対する解析的アプローチである空間統計学に基づく手法について述べ

る．本手法の基礎について述べた後，筆者らによる空間内挿の多次元拡張への取り組みを紹介する．その後，解析

的アプローチでの対応が困難であるシチュエーションを概説し，今後の課題やその解決の方針を考察する．
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Abstract The radio map construction has been attracting attention. This technology visualizes the state of the wire-

less environment in an area by aggregating the received power information observed by mobile terminals. This paper

describes the basics of spatial interpolation based on Kriging, and its extensions to multi-dimensional interpolation.

After presenting situations that the Kriging may not work, we discuss future issues and solutions.
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1. は じ め に

電波伝搬の面的特性の高精度な推定は，無線通信における基

本的かつ重要課題の 1つである．任意の通信条件に対する距

離減衰やシャドウイングといった種々の要素を正確に把握す

ることで送信局の設置方法や通信パラメータを適応化し，限

りある無線周波数資源を効率良く活用できる．加えて，端末

の位置推定のような，電波伝搬特性を補助情報として活用す

るアプリケーションの高度化も期待できる [1]．

本問題に対するアプローチは，経験則モデルや構造物の影

響を加味した理論モデル，それらのハイブリッドモデルが長

らく主流であった [2]．予め選択した何らかのモデル式に通信

周波数や距離，必要に応じた周辺構造物情報といった情報を

与えることで，おおよその電波伝搬特性を推定できる．しか

し，経験則モデルは通信環境を都市や郊外といったおおよそ

の環境に分類することから，実際の推定エリアにおける特性

との相違が生じやすい．構造物情報の影響を考慮する場合も，

必ずしも正確な構造物情報を取得できない他，解析的に補正

できる要素には限りがある．

不確定性の多い電波伝搬特性を高精度に推定し，上述の無

線通信パラメータ適応化や位置推定の高度化を実現するため，

近年クラウドセンシングに基づく電波伝搬推定手法が注目さ

れている．これは，スマートフォンや車両，無線 LAN端末と

いった端末が移動観測した無線環境情報 (例えば任意の周波数

における受信電力)を活用する手法である．膨大なデータを外

部サーバへ集約した後，未観測領域に対する内挿を施すこと

で無線環境を可視化する．推定エリア上での実測に基づくこ

とで，電波伝搬の不確定性の問題をクリアした，高精度な推定

が可能である．これらは，テレビホワイトスペースをはじめ

とするダイナミック周波数共用における既存通信システムに

対する干渉計算を背景に，2000年代後半-2010年代に土台が

構築された理論である [3]．近年は，深層学習の進展も重なっ

て次世代移動通信システムへの応用に向けた検討が複数なさ

れており [4]，今後の無線通信システムの進展を支える方式の
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1つとなることが予想される．

本稿では，無線環境可視化に興味を持つ研究者への一助を目

的に，無線環境に対する空間内挿について概説する．特に，屋

外環境におけるセルラ基地局等に対し最適な内挿を実現でき

る，空間統計学に基づく手法について述べる．本手法の基礎を

述べた後，筆者らによる内挿の多次元拡張への取り組み [5], [6]

について紹介する．最後に，空間統計学に基づく手法での対応

が困難なシチュエーションを紹介し，今後の課題を考察する．

2. 課 題 設 定

はじめに，データの収集方法や推定対象といった課題設定

について述べる．特に，これら可視化手法が広く議論されて

きた，テレビ放送波やセルラ基地局の受信電力の屋外環境に

おける空間内挿を対象に記す．

可視化にあたり，推定対象となる送信局に関する受信電力

情報を観測する．このため，スマートフォンや車両といった，

無線観測機能を搭載可能な移動体を観測端末として活用する

ことを考える．具体的に，観測対象からパケットを受信した際

の受信信号強度の測定や，対象送信局が通信を行う周波数上

における高速フーリエ変換を用いた受信電力測定により，通

信品質を観測する．これら観測情報を，端末側での受信位置

や周波数，観測時刻といった情報と対応づけて記録する．端

末内に十分量のデータが観測された後，公共無線 LANや自身

のセルラ回線等を通じて，これらを外部サーバへアップロー

ドする．外部サーバは，複数の端末から移動観測の結果を回

収し，これらを用いて受信電力の可視化を試みる．

この際，全ての位置での連続的な観測が困難である他，端

末側の GPSの位置誤差に伴う観測結果のズレも生じうる．加

えて，データが膨大である一方で各受信電力にはマルチパス

フェージングによる瞬時変動の影響も残るなど，瞬時の観測

情報のみでは可視化時の不都合が多い．そこで，前処理とし

て数 m四方のグリッドごとに観測情報を平均化することで，

これらの影響を緩和する．以降，本稿ではこのような前処理

を施したグリッド平均値を受信電力値と表記する．

このような前処理を施したデータについて，送信座標が

xTx，受信側のグリッドの中心座標が xである時，グリッド内

受信電力は P (x) = PTx − 10ηlog10||xTx − x|| +W (x) [dBm]

と書ける．ここで，PTx [dBm] は送信電力，η は距離減衰係

数，W (x)はシャドウイング変動量である．

無線環境の可視化では，受信グリッド数をN，各受信座標を

xi(i ∈ {1, 2, · · · , N})とした際の，任意の座標 x0 における受

信電力 P (x0)の推定を目的とする．以降，観測済み受信電力値

の集合 {P (x1), P (x2), · · · , P (xN )}をデータセットと記す．

3. 空間統計学に基づく無線環境情報の内挿

次に，前述の課題設定に対する，空間統計学に基づくアプ

ローチについて述べる．受信電力 P (x)のうち，送信電力 PTx

および距離減衰係数 η はデータセットに対し対数軸上で最小

二乗法に基づく回帰分析を適用することで推定可能である．ま

た，2地点のシャドウイング成分W (xi), W (xj)の間には，次

式のような空間相関があることが経験的に知られている [7]．

ρi,j ≈ exp

(
−||xi − xj ||

dcor
ln2

)
(1)

dcor [m]は相関距離であり，相関係数がちょうど 0.5となる距

離を表し，都市環境で数m-数十m，郊外で数百m以上，屋内

で数 m未満である．このような空間相関性を考慮すると，次

式のように，データセット中の各シャドウイング成分に対し

対数軸で加重平均を取ることで，位置 x0 におけるシャドウイ

ング成分を推定できる（注1）．

Ŵ (x0) =

N∑
i=1

ωiW (xi) (2)

ここで，ωi は i 番目のデータに対する重み係数であり，加

重平均の対象であるシャドウイング成分は予め W(xi) ≈
(P (xi)−P (xi))により抽出した値である．また，P (xi)) [dBm]

は予め最小二乗法等により推定した大局的な平均受信電力

(PTx − 10ηlog10||xTx − x||)である．何らかの方法で式 (2)中

の重み係数を決定し，Ŵ (x0)を計算する．その後，先に推定

した大局的な平均受信電力を用い，次式により最終的な内挿

結果を得ることができる．

P̂ (x0) = P (x0)) + Ŵ (x0) (3)

空間統計学に基づく内挿では，「近いデータほど相関が高

い」という前提のもと，内挿地点近傍のデータには高い重み

係数を，遠方のデータには低い重み係数を与えることを出発

点とし，何らかのルールに従って重み係数を設計する [8]．こ

れを実現する最も簡単な方法は，逆距離加重法 (IDW: Inverse

Distance Weighting)である．これは，重み係数を次式に表す

ような，内挿地点からの距離の p乗に従って減衰させる手法

である (通常，pは 1-2程度)．

ωi =
1∑N

j=1 ||x0 − xj ||p
· 1

||x0 − xi||p
(4)

なお，この式を用いると
∑N

i=1 ωi = 1となる．これは，不偏

推定，即ち E[Ŵ (x0) − W (x0)] = 0の制約により導出される

条件である．IDWは距離に応じた加重平均を簡易に実現でき

る一方，相関距離の大小によらず重み係数を決定してしまう．

そのため，この重み係数の計算方法には一考の余地がある．

一方，クリギングでは，予めデータセットから推定した空間

相関特性を活用し，次式に記す推定誤差最小化に関する最適

化問題を解くことで重み係数を決定する．

min
ω1,ω2,··· ,ωN

σ2
k = Var

[
Ŵ (x0)−W (x0)

]
(5)

s.t.

N∑
i=1

ωi = 1

（注1）：受信電力のデータセットに対し直接
∑N

i=1 P (xi) で表される加重平均

を適用し，後述の常クリギングにより重み係数を決定することも可能である．

送信局から十分離れた，シャドウイングに対し距離減衰の影響が十分小さいエ

リアにおいては，この手法によりほぼ最適な内挿が実現できる．
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なお，σ2
k はクリギング分散である．クリギングは，重み係数

を決定する際の確率変数に対する仮定などに応じてその手法

が細分化される．加重平均の対象がシャドウイングの場合，期

待値，空間相関性，および分散が空間軸で定常的であることか

ら，上記の問題に対しては常クリギングと呼ばれる手法を用

いることで最適化できる．

なお，本来の内挿対象は受信電力 P (x0)であることから，式

(3)に記したように大局的変動成分をシャドウイングの推定結

果へ加算し，その結果を最終的な内挿値とする．このような，

回帰分析と常クリギングの組み合わせに基づく内挿を回帰ク

リギングもしくは普遍クリギングと呼ぶ．

3. 1 セミバリオグラム

クリギングを適用する際，予めデータセット間 (この場合，

前処理により抽出したシャドウイング成分)の空間相関性をモ

デル化する必要がある．これに対し空間統計においては，次

式で定義されるセミバリオグラムと呼ばれる，2地点間のデー

タの差の分散に関する指標を用いる．

γ(h) =
1

2
Var[W (xi)−W (xj)] (6)

ここで，||h|| ≜ ||xi − xj ||である．
次に，データセットからのセミバリオグラムの，ビニング (bin-

ning)に基づくモデル化方法について述べる．もし任意の 2地点

間の観測値の期待値，分散，および空間相関性が等しい場合，バ

リオグラムには Var[W (xi)−W (xj)] = E[(W (xi)−W (xj))
2]

が成り立つ．そのため，||h||におけるセミバリオグラムの推
定値は次式のように書ける．

γ̂(h) =
1

2|N(h)|
∑
N(h)

{Z(xi)− Z(xj)}2 (7)

ここで，N(h)は全データセット中から 2つのデータの組み合

わせを全通り出力した際の，||h||近辺の区間に位置するデー
タのペアの集合を表す．また，|N(h)|はその集合の要素数で
ある．式 (7)のみで内挿地点からの任意の距離におけるセミバ

リオグラムを推定することは，計算量の点で非現実的である．

そのため，一定区間ごとに式 (7)を計算し，何らかの曲線をこ

れらに当てはめることで最終的なモデル化結果とする．この

ような曲線は理論的セミバリオグラムと呼ばれ，ガウス型や球

型など，様々なモデルが存在する．データの特性に応じて適切

なモデルを選択することで，内挿の精度を改善できる．無線

環境の可視化においては，シャドウイングの空間相関が式 (1)

に記すように受信位置の距離に対し指数関数的に減衰するこ

とから，γ(h) = τ2 + σ2 {1− exp (−ϕ||h||)}で定義される指数
型モデルがよく用いられる．ここで，τ2, τ2 + σ2, σ2, 1/ϕは

それぞれナゲット，シル，レンジと呼ばれる．それぞれ，観測

地点近辺でのデータの不確定要素の強さ，十分離れた 2地点

間の観測値の共分散，空間相関の減衰の緩やかさに相当する．

ビニングの動作例を図 1に記す．2つシャドウイングの観測

値について {W (xi)−W (xj)}2 を計算し，横軸を 2地点間の

距離としたグラフにプロットする．これを全ての観測値のペ

アに対し適用することで，図 1(a)に記すような散布図を得る

(a) バリオグラム雲 (b) 理論的セミバリオグラム

図 1 セミバリオグラムモデリングの例

(これをバリオグラム雲と呼ぶ)．次に，式 (7)に基づいてバリ

オグラム雲を一定区間ごとに平均化すると，図 1(b)に記すよ

うな散布図を得る．最後に，この平均化した結果のうち信頼

に値する情報 (例えばバリオグラム雲の最大距離の半分以下に

位置する情報)に対し非線形最小二乗法を用いて理論的セミバ

リオグラムを当てはめることで，図 1(b)中の曲線を得る．

3. 2 常クリギングに基づく重み係数の計算

次に，推定したセミバリオグラムを用いた式 (5)の解法を

記す．ここで用いる常クリギングでは，W (x) の期待値，分

散値，そして空間相関性が場所によらず定常的であり，かつ

受信電力からのシャドウイング成分の抽出に誤差がないと

き，シャドウイングの推定結果に対し最良線形不偏予測を

達成する手法である．これらの仮定のもと，クリギング分散

は σ2
k = −γ(d0,0)−

∑N
i=1

∑N
j=1 ωiωjγ(di,j) + 2

∑N
i=1 ωiγ(di,0)

と書ける．ここで，di,j ≜ ||xi − xj || である．問題 (5)

にラグランジュの未定乗数法を適用すると，目的関数は

ϕ(ωi, µ) = σ2
k − 2µ

(∑N
i=1 ωi − 1

)
と書ける (µ はラグラン

ジュ乗数)．最後に，ϕ(ωi, µ)を ωi および µで偏微分し，その

結果をゼロと置くことで次に記す N + 1の連立方程式が得ら

れる．

γ(d1,1) · · · γ(d1,N ) 1

γ(d2,1) · · · γ(d2,N ) 1

...
...

...
...

γ(dN,1) · · · γ(dN,N ) 1

1 · · · 1 0





ω1

ω2

...

ωN

µ


=



γ(d1,0)

γ(d2,0)

...

γ(dN,0)

1


(8)

この式を，掃き出し法等によりベクトル (ω1, ω2, · · · , ωN , µ)⊤

について解くことで最適な重み係数を得ることができる（注2）．

3. 3 無線環境の可視化の実験例

次に，無線環境可視化の実験例 [5]を示す．本実験では，埼

玉県熊谷市の市街地において一週間の移動観測を通して観測

したテレビ放送波のデータセットを用いた．観測対象は，埼

玉県児玉中継局より送信される ISDB-T (Integrated Services

Digital Broadcasting-Terrestrial) 信号である．観測信号の中

心周波数は 521.14 [MHz]であり，これの受信電力を，帯域幅

200kHz，サンプル数 2048の高速フーリエ変換により観測した．

図 2に観測データおよび空間内挿の例を示す．図 2(a)は，

（注2）：筆者は，クリギングに関する Python コードを GitHub にて無償公開

している (https://github.com/koya0122/radiomap-construction)．クリギ

ングの動作例は本ソースコードを参照されたい．

— 3 —- 14 -



(a) 全観測情報

(c) 大局的受信電力成分の推定結果 (d) クリギングによる内挿結果

送信局

(b) 内挿用データセット
5km

-70

-100

-75

-80

-85

-90

-95

受
信

電
力

[d
Bm

]

図 2 空間内挿の例 (文献 [5] より改変の上引用)

観測した瞬時受信電力を 10m四方のグリッドごとに平均化し，

その dBm値を可視化した結果である．また，空間内挿のため，

図 2(a)より無作為に 512グリッドを選択し，図 2(b)に示す観

測データセットとした．これらを用いて大局的受信電力のみ

推定した結果を図 2(c)に，クリギングを用いてシャドウイン

グの内挿まで施した結果を図 2(d)に記す．図 2(a)(d)を比較

すると，クリギングを用いることで場所依存の局所的な増減

も含めて精度良く受信電力特性を推定できることがわかる．

4. クリギングの多次元推定への拡張

受信電力の統計的性質を活用することで，内挿を送信座標

軸や周波数軸へ拡張できる．ここでは，筆者らの検討 [5] [6]を

もとにクリギングの多次元拡張について紹介する．

4. 1 拡張例 1: 任意の送受信位置に対する内挿 [5]

前章で述べた空間内挿は，送信座標を固定としたシステム

を対象とした手法である．一方，車車間通信や端末間通信の

ような，送信位置が動的に変動するシステムにおける無線環

境の可視化も重要である．このようなシステムにおける高精

度な可視化を実現することで，例えば車車間通信においては，

車両情報のブロードキャスト時の到達範囲を予測した上での

運転設計といった使い方が考えられる．

クリギングの送信位置拡張は，シャドウイング相関を式

(1) に記した受信距離に対してではなく，送受信位置双方の

変動を考慮した形式について考えればよい．これを考える

ため，送信位置 xTx，受信位置 xRx とした時の受信電力を

P (xTx,xRx) = PTx −L(xTx,xRx) +W (xTx,xRx)とモデル化

する．ここで，L(xTx,xRx) [dB]は距離減衰量である．屋外の

送受信端末双方が移動する環境において，2つの送受信位置の

ペア (xi,Tx,xi,Rx)および (xj,Tx,xj,Rx)を考えると，これらの

間のシャドウイング相関には次の経験則が成り立つ [9]．

ρi,j ≈ exp

(
−
d(i,j),Tx + d(i,j),Rx

dcor
ln2

)
(9)

ここで，d(i,j),Tx = ||xi,Tx − xj,Tx|| [m]，d(i,j),Rx = ||xi,Rx −
xj,Rx|| [m]である．即ち，シャドウイング相関は送信端末の移

動距離と受信端末の移動距離の和に依存し，送信端末の移動

距離がゼロであるとき，式 (1)と等価である．

この性質に着目し，空間内挿を N 地点の無線リンクにおけ

る受信電力データセット {P (xi,Tx,xi,Rx)|i ∈ {1, 2, · · · , N}}

から，任意の無線リンクにおける受信電力 P (x0,Tx,x0,Rx)を

推定する問題と再定義する．その上で，シャドウイングの内

挿時に d(i,j),Tx + d(i,j),Rx が小さいデータほど高い重み係数を

与えるようセミバリオグラムのモデル化を行えばよい．これ

は，次の手順により実現できる．

（ 1） 無線通信時，送信端末は送信パケットに自身の位置

情報を付与する．受信端末は通信時にその受信電力値を観測

し，送受信位置とセットで蓄積する．その後，外部サーバへ通

信結果をアップロードする．

（ 2） サーバ側で，送受信座標を数m-数十m四方のグリッ

ドに区切る．端末から回収した瞬時受信電力データを該当の

送受信グリッドに割り当て，平均化する．以降，平均化後の受

信電力値群を推定用データセットとして取り扱う．

（ 3） データセットから最小二乗法，もしくは後述のニュー

ラルネットにより P (xTx,xRx) = PTx − L(xTx,xRx) を推定

する．

（ 4） P (xi,Tx,xi,Rx)−P (xi,Tx,xi,Rx)によりデータセット

からシャドウイング成分を抽出する．

（ 5） 上記ステップにより取得したシャドウイングの集

合よりセミバリオグラムをモデル化する．この際，シャド

ウイング相関が送信端末と受信端末それぞれの移動距離

の和に依存する点を考慮し，データ間の距離，即ちバリオ

グラム雲生成時の横軸を ||hi,j || ≜ d(i,j),Tx + d(i,j),Rx とし

た処理を行う．この場合，セミバリオグラムは γ(hi,j) =
1
2
Var[W (xi,Tx,xi,Rx)−W (xj,Tx,xj,Rx)]と表せる．

（ 6） シャドウイング成分に常クリギングを適用し，

W (x0,Tx,x0,Rx)を推定する．セミバリオグラムが d(i,j),Tx +

d(i,j),Rx の関数として表されること以外は，3. 2節に記した常

クリギングの計算方法と同様である．

なお，全観測データを内挿に用いると内挿リンク遠方のデータ

が主となり，計算コストが増大する一方で推定精度が頭打ちとな

りやすい．そのため，内挿用データを d(i,0),Tx+d(i,0),Rx ≤ 100

に制限するといった前処理が重要である．

車車間通信や端末間通信においては，距離減衰特性の異方

性がテレビやセルラ以上に顕著になるため，単一の距離減衰

係数のみを考慮した最小二乗法では正確なシャドウイングの

抽出が困難である．加えて，これらのシステムは総じて通信

距離が短く，距離減衰の影響が顕著であるため，距離減衰の

推定誤差の可視化結果への影響は大きい．この問題に対して

は，ニューラルネットを用いた非線形の回帰分析が有効であ

る．本推定問題は，入力を送受信座標，出力を受信電力の対数

値とした回帰問題と見なすことができる．そこで，図 3に記

すような全結合型のニューラルネットを考える．データセッ

トに対する教師あり学習により本ニューラルネットを構築し，

その出力結果をステップ (3)における P (xTx,xRx)として取

り扱うことで，クリギングの精度を改善できる．

4. 2 拡張例 2: 空間-周波数軸内挿への拡張 [6]

空間内挿の場合，観測と内挿双方が単一周波数上で完結す

ることから，予め観測対象である送信局が該当の周波数を十

分に使用可能であることが前提となる．一方，周波数共用の
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受信電力 [dBm]

・
・
・

入力層 隠れ層 出力層

図 3 シャドウイング抽出用のニューラルネットの構成例．受信座標

は，極座標変換の上通信距離 d, 角度 θ とした．

ような該当周波数内での干渉制約が存在する場合にはこのよ

うな前提は必ずしも成り立たない．そこで，予め利用可能な

複数周波数上で無線環境の観測を行い，その結果に基づいて

任意の位置および周波数における受信電力を推定する，内挿

の周波数軸拡張について紹介する．

ここでは，送信位置が固定の屋外環境を想定する．送信局

は推定対象である周波数 f0 [MHz]を含む全M +1種類の周波

数 {f0, f1, · · · , fM}を利用できるとする．周波数 fk における

データセット数を Nk とし，
∑M

k=1 = N と表す．また，N0 は

N と比べて十分小さい，もしくはゼロであるとする．また，受

信電力を送信周波数 f [MHz]および座標 xの関数とし，これ

を P (x, f) = P (x, f) +W (x, f)と表す．以上より，空間-周波

数内挿は，観測周波数の異なる全 N 個のデータ (プラス f0 上

でのごく少数の観測データ)から，周波数 f0 上の座標 x0 にお

ける受信電力 P (x0, f0)を推定する問題であると書ける．

空間-周波数内挿の設計の詳細を述べるにあたり，P (x, f)

中の距離減衰特性およびシャドウイング特性双方についてレ

ビューした上，その推定指針について述べる．まず，P (x, f)に

ついて考える．屋外環境において距離減衰は，Okumura-Hata

モデルのような経験則に代表されるように log10 f に従って減

衰する [2]．その影響の大きさがエリア依存であることを加味

すると，P (x, f)は次式のようにモデル化できる．

P (x, f) = PTx − LC − ηf log10 f − 10ηd log10 d

= PC − ηf log10 f − 10ηd log10 d (10)

ここで，ηf は周波数軸に対する減衰係数，ηdは距離に対する減

衰係数である．また，LC は距離および周波数非依存の定数項

である．以上より，P (x, f)はデータセットに対し通信距離お

よび周波数の二変量での最小二乗法と適用することでモデル化

できる．モデル化した式に，推定位置の通信距離と周波数 f0を

代入すればよい．なお，M が小さい場合，ηf の推定誤差が大き

くなり，結果的に周波数 f0上のエリア全域に渡っての受信電力

の推定誤差として表れる．もし f0 上での事前観測が可能な場

合は，先に推定した距離減衰係数の推定値 η̂dは固定とし，f0上

での大局的受信電力成分を P (x) = P ′
C − 10η̂d log10 ||xTx −x||

と仮定した上，f0 上のデータセットから最小二乗法により P ′
C

(a) データセット (870 MHz) (b) データセット (3500 MHz)

(c) 2115 MHz における観測情報 (d) 2115 MHz における内挿結果

0.
96

 k
m

1.46 km

受
信

電
力

[d
Bm

]

図 4 空間-周波数内挿の動作例 (文献 [6] より改変の上引用)．

を推定することで距離減衰特性の補正を行えばよい．

次にシャドウイング成分の空間-周波数軸上での特性を考え

る．同一周波数上での空間相関は式 (1)に従う．加えて，その

相関距離は 2.4GHz帯と 5GHz帯で概ね一致するなど [9]，周

波数によらず概ね一定であることがわかっている．また，2つ

の周波数が数百 MHz や数 GHz 離れていても，相関係数 0.7

以上の高い相関を示すことが複数報告されている [10] [11]．そ

こで，データセット中の複数周波数軸上でのシャドウイング

成分を，同観測位置かつ周波数 f0 上のシャドウイング成分

として取扱う．その後，周波数 f0 上で常クリギングを用いた

空間内挿を適用することで，W (x0, f0)を推定する．最後に，

W (x0, f0)と P (x0, f0)それぞれの推定結果の対数和を取り，

これを P (x0, f0)の推定結果とする．

空間-周波数内挿の動作例を図 4に示す．ここでは，東京都

千代田区九段下の屋外にて，セルラ基地局を対象に移動観測

したデータセットを用いた．本基地局は，870MHz, 2115MHz,

3500MHz の 3 周波数上で無変調信号を送信する．図 4 は，

870MHz および 3500MHz 上の観測データ全 128 個, および

2115MHz上での追加データ全 16個を用い，2115MHz上での

受信電力を内挿した場合の結果を表している．推定対象であ

る周波数軸上での観測条件に限りがある場合でも，他の周波

数の情報を活用することで通信品質を予測できる．

5. 空間統計による対応が困難な環境と課題

最後に，重要でありながらクリギングに基づく手法での高

精度な無線環境可視化が現状困難であるシチュエーションを

紹介する．なお，無線環境可視化のダイナミック周波数共用

への応用とした際の課題については文献 [12]を参照されたい．

5. 1 座標の三次元拡張

ここまで紹介した手法は，無線環境の観測方法から内挿の一

連について，送受信座標双方に，暗に二次元での直交座標系を

仮定している．一方，実際には標高や送受信双方のアンテナ

高が多種多様である他，異なるフロア間での通信設計も重要

な要素である．加えて，近年は無人航空機 (UAV: Unmanned

Aerial Vehicle)の経路設計や無線設計応用も活発に検討され

ており [13]，座標の三次元拡張は重要課題の 1つである．

クリギングの場合，観測値の統計的性質が三次元の各軸に対
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し定常的であれば，原理的には直ちに三次元拡張できる．し

かし，観測を地表の移動端末に頼る場合，高さ方向に対する観

測情報が極端に限られる他，高度に応じて見通しの有無や反

射波の振る舞いが大きく変動する．そのため，クリギングの

三次元拡張では精度が得られないものと予想される．

近年は，機械学習に基づき三次元推定を実現する手法の検

討も行われている [14]．しかし，これらの多くは仮定した電波

伝搬モデル下での計算機シミュレーションや限られた環境で

のレイトレーシングに基づくものであり，実証に成功したと

いう例は，筆者が知るところ現時点では見当たらない．三次

元上での電波伝搬特性は非常に複雑であることから，実験的

検証が不可欠である．今後は，これらの実験を視野に入れた

検討が重要な課題であると考えられる．

5. 2 空間外挿への対応

ここまで述べた手法では，無線環境観測時の受信端末の雑音

を一切考慮しておらず，瞬時受信電力のグリッド平均化処理に

より距離減衰とシャドウイングの対数和がクリアに観測でき

ることを前提としている．一方，例えばダイナミック周波数共

用のような既存の通信システムへの干渉制約が存在するシス

テムにおいて特に重要な情報は，通信エリア端，もしくはそこ

から更に遠方の，低信号対雑音電力比 (SNR: Signal-to-Noise

Ratio)領域である．スマートフォンや車両のような移動端末

でのこれらの情報の正確な観測は困難である他，高 SNR領域

(即ち送信局近傍)における観測値のみから低 SNR領域の推定

を試みる場合，空間外挿のタスクに分類される．クリギング

はノンパラメトリック回帰であるため，その拡張のみでは困

難な課題であると考えられる．

本問題に対しては，受信電力以外の情報，例えば構造物や地

表といった情報の活用が有効であると考えられる．例として，

これらの情報は俯瞰視点では画像と見なすことができる．そ

こで，文献 [15]で提案されているような，地図情報と深層学習

を併用した手法の設計が有力な方針の 1つであろう．

5. 3 屋内環境における時空間高精度推定

最後に，無線 LANや Bluetooth，フェムトセルのような屋

内で広く用いられるシステムを対象とした可視化の高精度化

も，位置推定や無線リソース効率化といった応用を考える上

で重要である．屋内環境は通信距離が短く，受信電力特性の

異方性も強い．そのためクリギングのみでは精度を得にくい．

加えて障害物の位置関係の変動に伴う無線環境の時間軸変動

も生じるため，時空間での可視化手法の確立も大きな課題であ

る．内挿の時間軸拡張自体は，カルマンフィルタを併用した

方式 [16]により対応できる．しかし，本手法においても観測

値の統計的性質に対しては空間軸での定常性を仮定するため，

特に空間軸での観測値の取り扱いに対し検討の余地がある．

観測値が異方性を有する環境における内挿精度の劣化は，バ

リオグラムのモデル選択やそのモデル化手法，観測座標等の

補正により改善可能である．関連して，ガウス過程における

カーネル関数の自動選択を目的に，深層ガウス過程が提案さ

れている [17]．このような，深層学習に基づく手法の活用が対

策として考えられる．

6. ま と め

無線環境の可視化を対象に，空間統計学の基礎とその多次

元拡張について述べた．クリギングは観測値に一定の仮定を

与えた上での理論的アプローチであるが，電波伝搬特性の多

次元での振る舞いに着目した前処理等の調整により，簡易に

多次元拡張が実現できる．一方，クリギングでは対応困難な

シチュエーションも多い．今後は，深層学習をはじめとした

他分野のアプローチの検討が進んでいくことが予想される．
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