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1.背景と目的 

研究テーマ 

BLE による建物内の人員行動計測技術の開発 

 

研究内容の概要 

建設時や運用時の人員の位置把握の需要は大きい。屋外では GPS が普及する一方、屋内

測位は大きな潜在性がありながらも普及が進んでいない。カメラや WiFi や超音波を用いる

手法等の既存技術はコストや設置の困難さが大きな障壁となっている。BLE(Bluetooth Low 

Energy)を用いたビーコンは安価、小型、電池で数年間稼働する特徴を持ち、これを利用し

た屋内測位技術を開発することの意義は大きい。 

なお、BLE（超低消費電力無線通信技術）を用いた iBeacon は 2013 年 9 月に発表され、

広く普及したスマートフォン端末と現実空間の物や場所とを紐付けが可能な技術として今

後の発展が期待される。 

 

研究の目的・意義 

建物の生産や運用時に、屋内の人員や物品の位置情報を把握し、それらを利用するシス

テムへの需要は大きい。構築環境が人間や物の行動や位置を関知する能力を持ち、それら

を見守りながら自律的にふるまうことは多くの利得をもたらす。特に人や物の位置情報は

その基盤となるが、Wi-Fi や音や光を用いた屋内測位の既存の技術は、コストや設置の困

難さが障壁となって普及に至っていない。屋外の GPS の一般的な普及は、スマートフォン

などの既に普及した一般的な端末による利用環境が整えられたためであるが、BLE により

屋内測位でも同様に一般的端末による測位が可能となるため、今後の発展が期待される。

BLE を用いた発信機は、電源が不要で電池のみで稼働し、稼働時間も 10 年程度と大きい。

また現在一個あたり数百円と安価で小型でもあり、既存・新設建物への導入障壁も低い。

申請者は急性期病棟での看護師の動線を超音波測位により計測したが、BLE により現実的

なコストで一定精度の常時測位が長期間にわたり簡易に可能になることが明らかになれば、

屋内測位の普及が期待される。 
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研究計画の大要 

BLE を用いた発信器とスマートフォン等の一般的な移動端末を用いた測位技術は、使用

実績の蓄積が乏しくまだ不明な部分が多い。申請者らは既存の測位技術を用いた経験から、

まずは現実の環境における実験により、機器のふるまいや精度などの特性を十分把握する

ことが必要であることを実感した。多くの人や機器や障害物が存在する現実空間では必ず

しも仕様上の精度が得られない場合や誤測位が生じるリスクが大きく、設置・運用上の工

夫や調整が不可欠となる。本研究では初めに BLE による測位を実空間で稼働させ、測位の

特性や精度、適切な発信体の設置位置や員数を把握する。これにより既存の測位技術との

比較を行う。 終的に入退管理システムや動線把握システムのモデル化を試み、本研究に

よる技術開発の意義を論文発表や展示会等で分かり易く提示することを目指す。 
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第１部 

BLE による屋内動線計測手法の開発 

 

1. 研究の背景と目的 

建物内の人の行動を計測することは、動線を分かりやすく可視化することができ、建築

計画と大きく関わってくる。住居内部の生活実態は、注意深く把握されるべきであるが、

そのための研究や方法の確立はあまり進んでない。技術面においては、GPS（全地球測位シ

ステム）が普及した現在、屋外の位置検知は多くあるが、GPS が届かない屋内における位

置検知はまだ少ない。 

本研究は、安価、小型、電源がない、工事が不要、長期使用が可能など屋内動線計測に

おいて課題の少ない、近距離無線通信技術である BLE（Bluetooth Low Energy）を用いて、

実際に 27 号館 4階松下研究室および廊下において様々な条件で使用し、既存の研究との比

較を行い、BLE の特性を明らかにする。そして、従来よりも導入の容易な BLE が一定精度

で屋内の動線を測位することが明らかになれば、BLE による新たな屋内動線計測手法を掲

示することが目標である。 

 

2.  BLE の特性 

 通信距離は見通しで 大 50m 程度、送信電力を 小にしぼれば 1m 程度にもできる。 

ビーコンの電波は、距離に応じてとても近い(Immediate)、近い(Near)、遠い(Far)の 3

段階に分けられる。 

iBeacon は通常の双方向通信システムとは異なり、ビーコン電波は発信器から送信され

るのみ、端末は受信するのみである。また、Beacon 領域内の侵入/退出だけでなく、Beacon

端末との距離情報を取得することもできる。これは、Beacon 端末から発信された電波強度

（RSSI：Received Signal Strength Indication）から推奨して出した値を iBeacon アプリ

に提供することで可能である。電波に遮蔽がなく理想的とされている空間において RSSI

と距離（r）の関係は次の関係式で表される。 

 

RSSI(r)=A−10Blog10(r) 

 

ここで Aは 1m 付近で計測される RSSI で、Bは電波の減衰の度合いを表す定数である。B
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は理論的には 2となることが知られている。RSSI がわかればこの式により端末までの距離

を計算することができる。さらに、ｍ単位での距離（accuracy:以下 acc）も計測すること

ができるが、時間がかかるという問題点がある。 

 

iBeacon の発信器は、固有の UUID 等の情報を BLE という近距離通信技術を利用して発信

する。UUID(Universally Unique IDentfier)とは、サーバーが無くてもローカルで作成で

き、ユニークさが保証できる 128 ビットの値です。スマートフォンなどの端末にインスト

ールされた iBeacon 対応アプリケーションに、検出したいビーコンの UUID を指定すること

によって、電波を受信した際、それがどこのビーコンなのかを判断できる。UUID を指定し

ていないとビーコンを検出できないようにされている。これを利用し、多数のビーコンを

設置し位置検知を行うことで、特定の対象の動線を、誤検出を抑えつつ計測を行うことが

出来る。 

 

Wi-Fi などの既存の無線通信と干渉することなく、そしてビーコン同士で混信しないよ

う技術的な配慮がなされている。一箇所に多数のビーコンを設置しても個々のビーコンを

検出することができる。 

 

図 1 ビーコンの測位距離 
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3. 研究の方法 

・使用機器 

1）iBeacon 

 （Apple 社の登録商標、iOS7 で導入された位置検出技術、送信機） 

 

図 2 iBeacon 画像 

 

2）Apple Developer Program を利用し作成したアプリケーション 

3）iPhone （iBeacon の電波を受信する、受信機） 

4）コンピュータ 

5）サーバー（iPhone の受信したデータを管理する、エックスサーバ） 
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図 3 Beacon の仕組み 

 

 検出したデータの情報は、日付、user、UUID、major、minor、proximity、rssi、acc を

表示する。ここでいうmajorと minorは、携帯端末にアプリケーションを使いBeaconの UUID

を登録する際に、自ら識別のために割り当てる番号である 

 

 

図 4 元データの例(抜粋) 

 

  

 この実験は、iBeacon の特性を明らかにし、一定制度のデータが取れることを確認し、

終的に実際の建物内で測位ができるようにすることが目的である。 

 初に 10 台用意した Beacon に 01 番から 10 番まで番号を割り振り、それぞれ同じ距離

から測位をし、近い値を出した 02 番、06 番、07 番、10 番を中心として使用し計測を行っ

た。Beacon 本体の向きや角度、電池入れ替えでも数値が変動するというデータも取れたの

で、今回の実験では壁に電池側を向け貼り付け、向きは上向きに統一した。被験者の身長

は 1.7ｍとする。 

 

4. 実験結果 

1) Beacon 設置位置と携帯端末位置の関係 

 

位置の関係は表のとおりである。（表 1,2,3） 

 Beacon 設置位置と携帯端末位置の関係は、近い方が精度の高い数値を出した。だが、

Beacon の向きや角度により電波の強度が変わってしまう、さらに iPhone を衣類の中に入

れて携帯すると電波障害につながることがわかる。人体が Beacon と携帯端末の間に入るこ

とでも電波が人体に吸収され、数値が乱れた。 

date user uuid major minor proximity rssi acc
2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -62 1.22

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -62 1.12

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -62 1.06

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -63 1.05

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -64 1.06

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -64 1.07

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -63 1.06

2015/12/9 13:54 tikomo 00000000-C16A-1001-B000-001C4DD43C8F 1 2 Near -69 1.21
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図 5 実験方法 

 

表 1  Beacon 設置位置と携帯端末位置の実際の距離 

Beacon 番号 右（手、ズボン） 左（手、ズボン） 右（胸） 左（胸） 

02 0.8m 1m 1.4m 1.5m 

06 0.3m 0.6m 0.6m 0.8m 

07 0.7m 0.9m 0.3m 0.6m 

10 1.9m 2m 1.4m 1.5m 

 

 

 

表 2 Beacon 設置位置と携帯端末位置の検知した距離（1） 

Beacon 番号 右手 左手 ズボン右ポケット ズボン左ポケット 

02 0.87m 3.72m 7.36m 6.98m 

06 0.22m 1.6m 1.36m 2.03m 

07 0.99m 1.7m 0.95m 1.75m 

10 1.87m 1.02m 6.29m 5.24m 

 

 

 

表 3 Beacon 設置位置と携帯端末位置の検知した距離（2） 
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Beacon

番号 

右胸ポ

ケット 

（アウ

ター有） 

左胸ポ

ケット 

（アウ

ター有） 

右胸ポ

ケット 

（アウ

ター無） 

左胸ポ

ケット 

（アウ

ター無） 

02 1.15m 2.33m 3.52m 4.27m 

06 0.72m 1.59m 0.61m 3.39m 

07 0.7m 1.09m 0.82m 2.85m 

10 0.74m 2.18m 2.39m 3.19m 

 

2) 同距離での周囲からの検知 

端末との間に人が入っていない 0度の時に も近い値を出し、端末の間に人が立ってい

る 180 度の時が も影響を受けたというデータを得ることが出来た。 

人体の影響が も少なかった 0度の数値より影響が も大きかった 180 度の数値では、

RSSI の数値は-9.2 増加し、acc の数値は 1.75m 増加したデータを得ることができた。45

度ずつ角度を変え測定した数値は、角度を変えるごとに人体の影響を受け、数値が増加し

ていき、180 度を超えると減少していくという結果を得られた。しかし、数値にばらつき

が出ることもあった。数値に誤差はあるものの人の動きは計測できている。 

 

 

図 6 実験方法 
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表 3.3 電波受信角度の比較 

 

 

  

角度 時刻 rssi acc
14:50:05 -66 1.73

14:50:06 -66 1.65

14:50:07 -66 1.6 -66 1.614
14:50:08 -66 1.56

14:50:09 -66 1.53

14:50:41 -68 1.56

14:50:42 -69 1.69

14:50:43 -71 1.9 -69.8 1.878
14:50:44 -71 2.08

14:50:45 -70 2.16

14:50:23 -70 2.64

14:50:24 -70 2.59

14:50:25 -70 2.56 -69.6 2.54
14:50:26 -69 2.45

14:50:27 -69 2.46

14:49:51 -71 2.98

14:49:52 -68 2.65

14:49:53 -71 2.68 -70.2 2.73
14:49:54 -71 2.7

14:49:55 -70 2.64

14:51:23 -73 2.76

14:51:24 -77 3.14

14:51:25 -77 3.51 -75.2 3.364
14:51:26 -74 3.62

14:51:27 -75 3.79

14:51:13 -71 2.35

14:51:14 -73 2.57

14:51:15 -71 2.61 -71 2.528
14:51:16 -70 2.57

14:51:17 -70 2.54

14:49:27 -70 2.63

14:49:28 -70 2.59

14:49:29 -70 2.56 -68.8 2.432
14:49:30 -67 2.28

14:49:31 -67 2.1

14:48:43 -68 1.79

14:48:44 -68 1.82

14:48:45 -66 1.71 -67.2 1.742
14:48:46 -67 1.7

14:48:47 -67 1.69

平均値

0度

180度

270度

45度

315度

225度

135度

90度
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3) iBeacon 電波の到達距離 

 

電波の到達距離は 40m 以上あった。しかし、秒速 1m で測ると図のように acc の値が実際

の距離の約半分しか出さなかった。体の向きによっても数値が変動することが多かった。

一方、RSSI の値を見ると距離が近いとき以外、似たような値をとった。 

図 7 電波到達距離 

 

4） 動線計測 

  

a)廊下直線実測 

各距離で計測を行ったがどれも人の動線を把握するためのデータはしっかりと計測する

ことができた。Beacon に近づくと数値は減少し、離れていくと数値は上がっていく。各距

離、各 Beacon のデータをグラフにすることで、Beacon からみた人の動きがわかる。これ

らと、RSSI と距離の関係式を使うことで動線を導き出すことができる。 

 しかし、往復することで同じ Beacon でも値が異なり、特に acc の値は大きく変動してい

た。 
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図 8 直線実測データ（抜粋） 

 

b)廊下曲がり角実測 

図 9 設置位置、進行方向 

 

計測したデータを見ると直線実測のデータと似ているが、直線実測との違いは Beacon

までの距離の数値が実際の距離と大きく異なることである。 



15 

 

 

図 10 曲がり角実測データ（抜粋） 
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5） 電波遮蔽 

 

金属製の箱に入れることにより、0.1ｍの距離で検知しても大きく異なった数値をとり、

0.4m 離れると検知不可能となった。 

図 11 電波遮蔽実験データ 

 

5. まとめ 

 

・BLE が発信する電波は人体などに吸収されることや、金属により反射することから高い

精度の動線の計測は難しい。 

・人の建物内での部屋の出入りなどの大まかな動線を測ることはできると考えられる。 

・動線を測る際には、携帯端末は Beacon の電波を受信しやすいよう手で持つことが望まれ

る。 

・Beacon の設置位置については、なるべく Beacon と携帯端末とがもので遮られないよう

にし、電波に影響の大きい金属の近くでは設置しないようにすることが望まれる。 

・歩く速度はなるべく遅くすることで検知がしやすい。 
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第 2部 

BLE を用いた住宅内の生活動線計測手法の研究 

 

1.研究の背景と目的 

1.1 研究の背景 

屋内の人員や物品の位置情報を把握する技術の可能性は大きい。これまで筆者らは、超

音波測位による看護動線の計測方法の開発を行い、看護動線の特徴を明らかにしてきた。

この方法は病棟内の看護動線を詳細に計測することが可能であるが、コストが高く、通信

ケーブルの敷設工事が必要であり、導入への障壁も高い。これに対し、BLE(Bluetooth Low 

Energy)を用いた発信機は、電源や配線が不要で電池で稼働し、稼働時間も 10 年程度と大

きい。また現在一個あたり数百円と安価で小型でもあり、既存・新設建物に容易に導入で

きる。BLE により現実的なコストで一定精度の常時測位が長時間にわたり簡易に可能にな

ることが明らかになれば、屋内測位の研究に資する。また実用的な技術の開発につながる

ことが期待される。 

 

1.2 研究の目的 

実際に住宅で BLE を用いた生活動線計測手法の可能性を確認するとともに、計測結果の

分析により明らかとなった住宅動線の実態を報告することが目的である。本論において動

線とは、各部屋の滞在状況から推測した位置情報と定義する。 

 

1.3 既往関連研究と本研究の位置づけ 

本論は、ある居住主体の住居内生活行動を時系列に基づく連続的な部屋使用行動として、

BLE を用いて計測し、得られる時空間データを分析する手法を提示するものである。住居

内部における生活実態は、注意深く把握されるべき事象である。 

住宅内の生活行動の調査手法は、主として被験者である居住者が自ら記述するアンケー

ト調査やヒアリング調査、生活時間調査に基づいてきた。澤地¹,²⁾は、生活行動と室内気

候の日周期の変化を生活時間調査の手法を用いて記述した。しかし、生活行動の調査手法

については、今後適当な観察手法を開発して検討する必要がある。生活時間調査は、単位

時間 5分としているため、その間の複数室の移動は把握できない等の調査方法の限界があ

り、これらの問題を今後解決していかなければならない。また山崎³,⁴,⁵⁾は、住居におけ
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る行動と空間の関係を生活時間調査とクラスター化を用いた統計分析により明らかにした。

客観化の対象は統計的分析手法に重点が置かれている。人間の意思や記憶に基づく自記留

置式調査票やインタビュー等の、データの取得過程に人の主観が介在する調査手法は被験

者や調査員や時と場合に依存して、一次データの質や信頼性に予見できない量のリスクを

抱える問題がある(表 1-1)。 

 

表 1-1 先行研究の住宅内の生活動線調査の概要 

 方法 期間 対象 

澤地 他

(1989) ¹⁾ 

アンケート調査 

生活時間調査 
2 季 

夏季 183 戸 

冬季 136 戸 

生活時間調査 136 戸 

アンケート 200 戸 

澤地 他 

(1989) ²⁾ 

アンケート調査 

生活時間調査 
2 季 

夏季 183 戸 

冬季 136 戸 

生活時間調査 136 戸 

アンケート 200 戸 

山崎 他 

(1997) ³⁾ 

アンケート調査 

生活時間調査 

ヒアリング調査 

1 週間 
男性 89 件 

女性 262 件 

山崎  

(1998) ⁴⁾  

アンケート調査 

生活時間調査 

ヒアリング調査 

1 週間 
男性 89 件 

女性 262 件 

山崎 

(2000) ⁵⁾  

アンケート調査 

生活時間調査 

ヒアリング調査 

1 週間 
男性 89 件 

女性 262 件 
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従来のタイムスタディ調査に加えて、観察者非介在の客観的計測を行ったものについて、

屈⁶⁾は住宅内生活行動を時系列に基づく連続的な部屋使用行動として、アクティブ RFID

タグを用いて計測し、得られる時空間データを分析する手法を提示した。アクティブ RFID

は高価でサイズが大きいため、一般住宅への導入障壁が高い。また、電池の消耗により取

り換えコストがかかる。村尾⁷⁾は、赤外線人感センサを利用して、一般家庭における住人

に移動検出および動線推定を行った。しかし、実際に反応するセンサの順序は必ずしも通

った順序でなく、経路上にない近隣のセンサが反応することがあるため、手作業で作成し

た学習データでは検出精度が劣った。また、人感センサが疎であるため、センサの未反応

や誤反応が検出精度に与える影響が大きい。また、複数の住人が同時に一か所に存在した

場合、それ以降に出力される移動情報が誰のものであるかを判断するには住人毎の部屋存

在確率分布や部屋間移動遷移確立など追加の情報が必要である(表 1-2)。 

 

表 1-2 先行研究のセンサを使用した住宅内の生活動線調査の概要 

 方法 期間 対象 

屈 他 

(2010) ⁶⁾ 
アクティブ RFID 8 日間 

1 名 

在来木造軸組 

構造 2 階建て 

村尾 他 

(2011) ⁷⁾ 
赤外線人感センサ 

10 分 

程度 

2 名 

2 階建て一軒家 

 

これらの研究に対して、本論は BLE を用いた発信機により、観察者非介在の客観的計測

を行い、生活行動の客観的な基礎資料の取得が期待できる。また、電源が不要で電池のみ

で稼働し、稼働時間が大きく、安価で小型でもあり、導入への障壁が低い。BLE により現

実的なコストで一定精度の常時測位が長期間にわたり簡易に可能になることが明らかにな

れば、屋内測位の普及が期待される。住宅の居住者の動線の特徴を明らかにし、それによ

り今後の住宅計画に生かすことを目標とする。 
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1.4 論文の構成 

本論は、序論(第 1章)、方法と手順(第 2章)、結果(第 3章)、結論(第 4章)から構成さ

れる（図 1-1）。 

 第 2 章の内容については、2.1 では、調査対象と期間について述べる。2.2 では、BLE の

調査方法、調査手順について述べる。2.3 では、2.2.1 で述べた BLE により得たデータより

集計データの分析方法について述べる。 

 第 3 章では、集計データの分析により得たデータから、実際に住宅での本手法の可能性

を確認するとともに、住宅での居住者の生活動線を提示する。 

 後に第 4 章では、本論で得られた成果をまとめると共に、考察を述べ、本論の結論と

する。 
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1 章 序論 

 

2 章 対象と方法 

2.1 調査対象と期間 2.2 調査方法 2.3 計測データの分析方法 

 

 

2.2.1 BLE による居住者の動線調査        2.3.1  滞在部屋の判別 

2.2.2 調査手順                 2.3.2  記録データの補正 

2.3.3  各部屋の滞在回数、滞在 

時間の集計 

 

 

3 章 結果 

3.1 住宅における BLE を用いた動線調査 3.2 各部屋での滞在時間と滞在回数 

            

 

             3.2.1 各日の居住者の滞在時間と滞在回数 

3.2.2 全調査日の居住者の滞在時間と滞在回数 

 

  

 

4 章 結論 
図 1-1 論文の構成 
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2. 対象と方法 

2.1 調査対象と期間 

2.1.1 調査対象 

岡山県勝田郡の住宅を対象とする。この建物は、1986 年竣工、地上 2階建て、延床面積

158.09 ㎡である(表 2-1)。田畑の多い地域であり、住宅の南側には道路、西側には水路が

ある。母屋の東側と西側には離れがある(図 2-1)。住宅から も近いスーパーマーケット

まで約 3km、コンビニエンスストアまで約 6km である。南面に玄関があり、玄関を入ると

西側には客間があり、東側には広縁と居間がある。居間を東側に進むと、床の間と違棚が

ある。客間の北側には客間側から順番に男性用便所、女性用便所、更衣室、浴室がある。

玄関から北側に進み、突き当りには台所があり、台所を更に北側に進むと勝手口がある。

台所を勝手口から出ると西側に洗濯機が 2 台ある(図 2-2)。玄関を入ると目の前にある階

段を上ると、2階には和室が 2間あり、その内の西側の 1間は調査対象者の寝室である(図

2-3)。入母屋屋根である(図 2-4,図 2-5,図 2-6,図 2-7)。 

 

 

表 2-1 対象の概要 

敷地の所在地 岡山県勝田郡 

建築年 1986 年(築 30 年) 

構造 木造 2階建 

敷地面積 530.84 ㎡ 

1 階床面積 119.67 ㎡ 

2 階床面積 38.42 ㎡ 

延床面積 158.09 ㎡ 

用途地域 指定なし 
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図 2-1 対象住居の敷地周辺状況 

 

 

図 2-2 1 階平面図 
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図 2-3 2 階平面図 

 

 

 

 

図 2-4 南面立面図 
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図 2-5 北面立面図 

 

 

図 2-6 東面立面図 
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図 2-7 西面立面図 

 

2.1.2 調査期間 

 調査は、岡山県勝田郡の住宅において、2016 年 1 月 7 日(木)～1月 9日(土)の各日の被

験者の起床時から就寝時である。居住者は起床時から就寝時まで iPod を衣服の肩部分に装

着して普段通り生活した。調査員はオンラインで遠隔から、データの記録が問題なく行わ

れているか毎日数回確認した。 

 

2.1.3 調査対象者 

居住者 6名とペット 2匹のうち、主婦の女性 1名を対象とする。年齢は 57 歳、健康状態

は良好である(表 2-2)。調査期間中の対象住宅の居住者は、被験者を除いて 5 名おり、そ

の内 3 名は主に離れに滞在している。2 名は健康状態が不良であるため、若干の支援が必

要である(表 2-3)。屋外に健康状態が不良である犬がおり、屋内には猫が滞在している(表

2-4)。 
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表 2-2 調査対象者の概要 

性別 女 

年齢 57 歳 

居住年数 28 年 

健康状態 良好 

職業 無職(主婦) 

 

表 2-3 調査期間中の調査対象住宅の居住者 

年齢 性別 主な滞在部屋 健康状態 

83 歳 女性 離れ 不良 

61 歳 男性 寝室 不良 

26 歳 男性 離れ 良好 

24 歳 男性 離れ 良好 

22 歳 女性 客間 良好 

 

表 2-4 調査対象住宅に居住するペット 

動物名 滞在場所 健康状態 

犬 屋外 不良 

猫 屋内 良好 
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2.2 調査方法 

2.2.1 BLE による居住者の動線調査 

位置情報は BLE を利用して、定期的に信号を発信する。iBeacon 対応アプリは、BLE を使

って発信されたビーコンの信号を受信すると、受信した位置情報をインターネット経由で

管理サーバーに問い合わせ、どのビーコンかを判断し、位置を特定する(表 2-5,図 2-8,図

2-9)。 

調査対象住宅の主な設備は、台所に多く設置されており、居間や便所等には設置数が少

ない(表 2-6)。 

 

表 2-5 Bluetooth Low Energy の物理層の特性 

項目 値 

周波数 2.400-2.4835GHz 

物理層のビットレート 1Mbps 

通信送信電力 10µW-10mW 

伝達距離 大見通し 50m 

 

        

      図 2-8 iBeacon(表)           図 2-9 iBeacon(裏) 
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表 2-6 設置室の主な設備 

階 設置室 主な設備 

2 階 寝室 テレビ、押入、タンス 

1 階 

台所 
冷蔵庫、システムキッチン、食器棚、炊飯器、電子レンジ、

トースター、レンジフード、石油ストーブ 

居間 仏壇、神棚 

客間 テレビ、押入、石油ストーブ、電気ポット 

浴室 シャワー、換気扇、全自動給湯器 

便所 - 

洗濯機周辺 洗濯機 

 

2.2.2 調査手順 

調査は以下の手順で行った。 

① 調査説明 

1 月 6 日(水)に被験者の住居を訪問し、被験者と調査対象住宅の居住者に調査説明を行っ

た。居住者に設置機器が人体や住宅の設備に影響を及ぼさないことや各部屋に設置した

iBeacon に接触することがないようにすること等の確認を行った。被験者に iPod の装着方

法や装着位置、調査期間の起床時と就寝時の iPod の操作方法の説明等を行った。上記の調

査説明を行ったところ、被験者及び居住者に調査の承諾を得た。 

② 対象室選定 

被験者へのインタビューより、日常的に滞在する場所は 1 階の居間、台所、浴室、女性用

便所、客間と 2 階の寝室と屋外の洗濯機周辺とのことから、7 ヶ所に iBeacon を設置する

ことを決定した。被験者は、iPod を更衣室に置いて入浴をするため、更衣室に設置したビ

ーコンによる測位データを浴室に滞在したデータとする。 

③ 機器設置 

調査員が調査対象の部屋に iBeacon を設置した。設置高さは、被験者の iPod の装着高さと

同程度の床から 1m とした。iBeacon は各部屋の柱又は壁に、住宅を傷つけることなく剥が

すことが可能な両面テープを用いて設置した。また、Wi-Fi を台所に設置し、Wi-Fi 中継機

を寝室に設置した。 

④ 動作確認実験 
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調査員が iPod を装着して各部屋を移動する実験を実施した。女性用便所と更衣室は、2部

屋の間の壁に、同じ高さ且つ外壁から同じ距離に設置した。その他の部屋は、近接する部

屋に設置する iBeacon からの距離を長くしたり、壁の配置を利用したりして、滞在部屋で

はない部屋に設置した iBeacon の信号が も大きくなることがないように、iBeacon の設

置位置を調節した(図 2-10,図 2-11)。各部屋の壁に沿って歩行や部屋の出入りを行い、目

視により iPod で滞在部屋を正しく計測することを確認した。洗濯機周辺に設置した

iBeacon が も近いことを示す範囲を測定した。その後、目視により PC 上で正しく屋内測

位システムが動作することを確認した。今回の調査は詳細な測位を目的としておらず、各

室への在室・不在のみを計測することが目的であるため、屋内測位システムの動作確認は、

このような簡易な方法で十分有効であると判断した。 

 

⑤ 本調査 

被験者が調査対象期間の起床時に iPod を衣服の肩部分に装着し、普段通りに生活をした

(図 2-12)。被験者は外出時と入浴時と就寝時には iPod を取り外した。調査員は、調査中

には PC 上で適宜測位データを確認した。これらの行動を連続して 3日間行った。 

⑥ データ集計・分析 

得られたデータの分析を行った。データベースから、Microsoft Excel のファイル形式で

データをエクスポートし、新しいシートに貼り付けた。エクスポートする時に、オプショ

ンで 1行目にフィ―ルド名を追加した。その後、滞在部屋の判別と滞在時間、滞在回数の

集計を行った。 
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凡例 

    iBeacon           洗濯機周辺の領域を示す線 

        Wi-Fi 

図 2-10 1 階機器配置図 

 

凡例 

     iBeacon 

図 2-11 2 階機器配置図 
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iPod を装着している被験者             iPod 

図 2-12 iPod の装着状況 

 

2.3 計測データの分析方法 

2.3.1 滞在部屋の判別 

元データ(表 2-7,図 2-13)は、時系列に住宅に居住する被験者の測位データが含まれてい

る。 

元データの時間を秒単位で表示する(図 2-14)。proximity(iBeacon の相対距離)が

Unknown の場合は状態が不明であるため除き、毎秒単位に近い信号を受信した iBeacon が

上から順に表示される(図 2-15)。 も近い信号を受信した部屋を、その単位時間に滞在し

ていた部屋とみなす(図 2-16,表 2-8)。 
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表 2-7 BLE 測位データの形式 

time mobile 

id 

uu 

id 注1) 

major minor proximity rssi acc 

①  

年 /月 /日 

時:分 

② 

モバイ

ル ID 

③UU 

ID 

④ 

Major 

ID 

⑤ 

iBeacon の

ID 

⑥ 

iBeacon の 

相対距離 

⑦ 

受信信号

強度 

⑧ 

推定 

距離値 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 4 Unknown 0 -1 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 6 Unknown 0 -1 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 20 Unknown 0 -1 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 2 Unknown 0 -1 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 8 Unknown 0 -1 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 10 Far -71 2.28 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 5 Far -87 32.14 

2016/1/9 

5:42 

apiPod 

001 

00000000-C16A 1 4 Unknown 0 -1 

図 2-13 元データの例(抜粋) 
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図 2-14 滞在部屋の判別(1) 
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図 2-15 滞在部屋の判別(2) 
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図 2-16 滞在部屋の判別(3) 
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表 2-8 iBeacon の ID に対応する場所 

iBeacon の ID 滞在部屋 

2 台所 

4 居間 

5 客間 

6 浴室 

8 便所 

9 洗濯機周辺 

10 寝室 

なし 屋外 

 

2.3.2 記録データの補正 

 iBeacon は毎秒 1回規則的に信号を発信し続けるが、周辺電波状況の変化や、iPod に物

や人の手があたり iPod が信号を発信しない状況になること等によって、正確なデータが記

録されない場合もあることがわかった。また、ある部屋に滞在している場合でも、他の部

屋の iBeacon によって信号が偶発的に受信される場合もあった。これらの不正測位データ

を補正するために不正部分のデータを推測して補完する。データの不正部分は直前及び直

後の部屋と同じ部屋に滞在していたとみなす(図 2-17)。 
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6:30:10 寝室 

6:30:11 寝室 

6:30:12 寝室 

6:30:13 寝室 

6:30:14 寝室 

6:30:15 台所 

6:30:16 台所 

6:30:17 寝室 

6:30:18 寝室 

6:30:19 寝室 

6:30:20 寝室 

図 2-17 不正測位データの補正例 

 

2.3.3 各部屋の滞在回数、滞在時間の集計 

各部屋の滞在回数と滞在時間を計算するため、滞在回数をカウントし、滞在時間の合計

を計算する関数を記入する(図 2-18)。 

 

6:30:10 寝室 

6:30:11 寝室 

6:30:12 寝室 

6:30:13 寝室 

6:30:14 寝室 

6:30:15 寝室 

6:30:16 寝室 

6:30:17 寝室 

6:30:18 寝室 

6:30:19 寝室 

6:30:20 寝室 
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図 2-18 各部屋の滞在時間、滞在回数の集計 

 

注釈 

注 1)UUID とは Universally Unique Identifier の略。ソフトウェアを一意に識別するため

の識別子である。 
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3. 結果 

3.1 住宅における BLE を用いた動線調査 

1 月 7 日(木)～1月 9日(土)の 3日間、実際に住宅において BLE を用いて部屋使用行動を

観測した。各調査日における時系列の部屋使用履歴をグラフ化した(図3-1,図3-2,図3-3)。

調査を行った 1 日目の、被験者の起床時の BLE を用いた測位データは次の通りである(図

3-4)。 

 

 

図 3-1 居住者の 1日目の部屋使用履歴 

 

 

図 3-2 居住者の 2日目の部屋使用履歴 
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図 3-3 居住者の 3日目の部屋使用履歴 
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図 3-4 1 日目の起床時の測位データ 
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3.2 各場所での滞在時間と滞在回数 

3.2.1 各日の居住者の滞在時間と滞在回数 

a) 1 日目 

 1 日目の延べ滞在時間と滞在回数、滞在時間の割合を集計した(表 3-1,表 3-2,図 3-5,図

3-6)。屋内と屋外にわけて分析を行う場合、洗濯機周辺は屋内とした。 

  1 日目の屋内滞在行動の内、延べ滞在時間の割合は寝室(31.7%)が 大であったが、延べ

滞在回数の割合は台所(27.9%)が 大であった。寝室に滞在している割合は居間に滞在して

いる割合よりも 16.6%大きいことが分かった。延べ滞在時間割合の 小は、洗濯機周辺

(1.4%)であり、延べ滞在回数割合の 小は浴室(3.0%)であった。居住者は調査時間の 82.2%

では屋内で行動し、残りの 17.8%は屋外で行動していた。 
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表 3-1 1 日目の各部屋における滞在時間 

滞在部屋 滞在時間(h:m:s) 割合 

寝室 5:11:34 31.7% 

台所 4:32:43 27.7% 

居間 2:28:24 15.1% 

客間 0:27:23 2.8% 

浴室 0:16:32 1.7% 

便所 0:19:09 1.9% 

洗濯機周辺 0:13:21 1.4% 

屋外 2:54:48 17.8% 

合計 16:23:54  

 

 

寝室, 31.7%

台所, 27.7%

居間, 15.1%

客間, 2.8%

浴室, 1.7%

便所, 1.9%

洗濯機周

辺, 1.4%

屋外, 17.8%
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図 3-5 1 日目の各部屋における滞在時間の割合 
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表 3-2 1 日目の各部屋における滞在回数 

滞在部屋 滞在回数(回) 割合 

寝室 17 8.5% 

台所 56 27.9% 

居間 37 18.4% 

客間 27 13.4% 

浴室 6 3.0% 

便所 14 7.0% 

洗濯機周辺 14 7.0% 

屋外 30 14.9% 

滞在回数合計 201  

 

 

図 3-6 1 日目の各部屋における滞在回数の割合 

寝室
8.5%

台所
27.9%

居間
18.4%

客間
13.4%

浴室
3.0%

便所
7.0%

洗濯機周辺
7.0%

屋外
14.9%
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b) 2 日目 

2 日目の延べ滞在時間と滞在回数、滞在時間の割合を集計した(表 3-3,表 3-4,図 3-7,図

3-8)。屋内と屋外にわけて分析を行う場合、洗濯機周辺は屋内とした。 

2 日目の屋内滞在行動の内、延べ滞在時間の割合は寝室(29.9%)が 大であったが、延べ

滞在回数の割合は台所(34%)が 大であった。寝室に滞在している割合は居間に滞在してい

る割合よりも 27.5%大きいことが分かった。延べ滞在時間割合の 小は、洗濯機周辺(0.3%)

であり、延べ滞在回数割合の 小は洗濯機周辺(5.2%)と浴室(5.2%)であった。居住者は調

査時間の 64.0%では屋内で行動し、残りの 36.0%は屋外で行動していた。 

 

  



49 

 

表 3-3 2 日目の各部屋における滞在時間 

滞在部屋 滞在時間(h:m:s) 割合 

寝室 4:30:10 29.9% 

台所 3:54:19 25.9% 

居間 0:21:44 2.4% 

客間 0:16:00 1.8% 

浴室 0:17:24 1.9% 

便所 0:16:24 1.8% 

洗濯機周辺 0:02:59 0.3% 

屋外 5:26:01 36.0% 

合計 15:05:01  

 

 

寝室
29.9%

台所
25.9%

居間
2.4%客間

1.8%

浴室
1.9%

便所
1.8%

洗濯機周辺
0.3%

屋外
36.0%
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図 3-7 2 日目の各部屋における滞在時間の割合 
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表 3-4 2 日目の各部屋における滞在回数 

滞在部屋 滞在回数(回) 割合 

寝室 9 9.3% 

台所 33 34.0% 

居間 9 9.3% 

客間 13 13.4% 

浴室 5 5.2% 

便所 9 9.3% 

洗濯機周辺 5 5.2% 

屋外 14 14.4% 

合計 97  

 

 

図 3-8 2 日目の各部屋における滞在回数の割合 

寝室
9.3%

台所
34.0%

居間
9.3%

客間
13.4%

浴室
5.2%

便所
9.3%

洗濯機周辺
5.2%

屋外
14.4%
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c) 3 日目 

3 日目の延べ滞在時間と滞在回数、滞在時間の割合を集計した(表 3-5,表 3-6,図 3-9,図

3-10)。屋内と屋外にわけて分析を行う場合、洗濯機周辺は屋内とした。 

3 日目の屋内滞在行動の内、延べ滞在時間の割合は寝室(38.4%)が 大であったが、延べ

滞在回数の割合は台所(29.3%)が 大であった。寝室に滞在している割合は居間に滞在して

いる割合よりも 33%大きいことが分かった。延べ滞在時間割合の 小は、浴室(1.6%)と便

所(1.6%)であり、延べ滞在回数割合の 小は浴室(4.7%)であった。居住者は調査時間の

75.1%では屋内で行動し、残りの 24.9%は屋外で行動していた。 
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表 3-5 3 日目の各部屋における滞在時間 

滞在部屋 滞在時間(h:m:s) 割合 

寝室 6:58:33 38.4% 

台所 4:21:53 24.0% 

居間 0:59:07 5.4% 

客間 0:24:39 2.3% 

浴室 0:17:04 1.6% 

便所 0:17:39 1.6% 

洗濯機周辺 0:19:11 1.8% 

屋外 4:31:43 24.9% 

合計 18:09:49  

 

 

寝室
38.4%

台所
24.0%

居間
5.4%

客間
2.3%

浴室
1.6%

便所
1.6%

洗濯機周辺
1.8%

屋外
24.9%
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図 3-9 3 日目の各部屋における滞在時間の割合 
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表 3-6 3 日目の各部屋における滞在回数 

滞在部屋 滞在回数(s) 割合 

寝室 14 6.5% 

台所 63 29.3% 

居間 22 10.2% 

客間 29 13.5% 

浴室 10 4.7% 

便所 18 8.4% 

洗濯機周辺 16 7.4% 

屋外 43 20.0% 

合計 215  

 

図 3-10 3 日目の各部屋における滞在回数の割合 

 

寝室
6.5%

台所
29.3%

居間
10.2%

客間
13.5%

浴室
4.7%

便所
8.4%

洗濯機周辺
7.4%

屋外
20.0%
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3.2.2 全調査日の居住者の滞在時間と滞在回数 

全調査日の延べ滞在時間と滞在回数、滞在時間の割合を集計した(表3-7,表3-8,図3-11,

図 3-12)。屋内と屋外にわけて分析を行う場合、洗濯機周辺は屋内とした。 

全調査日の屋内滞在行動の内、延べ滞在時間の割合は寝室(33.6%)が 大であったが、延

べ滞在回数の割合は台所(29.6%)が 大であった。寝室に滞在している割合は居間に滞在し

ている割合よりも 25.9%大きいことが分かった。延べ滞在時間割合の 小は、洗濯機周辺

(1.2%)であり、延べ滞在回数割合の 小は浴室(4.1%)であった。居住者は全調査時間の

74.1%では屋内で行動し、残りの 25.9%は屋外で行動していた。 
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表 3-7 全調査日の各部屋における滞在時間 

滞在部屋 滞在時間(h:m:s) 割合 

寝室 16:40:17 33.6% 

台所 12:48:55 25.8% 

居間 3:49:15 7.7% 

客間 1:08:02 2.3% 

浴室 0:51:00 1.7% 

便所 0:53:12 1.8% 

洗濯機周辺 0:35:31 1.2% 

屋外 12:52:32 25.9% 

合計 49:38:44  

 

 

 

寝室
33.6%

台所
25.8%

居間
7.7%

客間
2.3%

浴室
1.7%

便所
1.8%

洗濯機周辺
1.2%

屋外
25.9%



58 

 

 

 

図 3-11 全調査日の各部屋における滞在時間の割合 
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表 3-8 全調査日の各部屋における滞在回数 

滞在部屋 滞在回数(回) 割合 

寝室 40 7.8% 

台所 152 29.6% 

居間 68 13.3% 

客間 69 13.5% 

浴室 21 4.1% 

便所 41 8.0% 

洗濯機周辺 35 6.8% 

屋外 87 17.0% 

合計 513  

 

 

図 3-12 全調査日の各部屋における滞在回数の割合 
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4. 結論 

4.1 まとめ 

ある住宅を対象に、BLE を用いて部屋使用行動を観測し、部屋使用行動の特徴を明らか

にする手法を提示した。居住者の 3 日間の住居内生活行動の特徴を、各部屋の滞在時間、

滞在回数に基づいて明らかにした。 

事前に動作確認実験を実施する。滞在部屋に設置する iBeacon より、滞在部屋に近接す

る部屋に設置する iBeacon の受信信号が強くなることがないように iBeacon の設置位置を

注意する必要がある。 

3 日間の調査期間の居住者の連続的な部屋滞在状況、各部屋における滞在時間、滞在回

数のデータが測位装置により計測された。また、調査の結果、以下のことが分かった。 

 

・3 日間で滞在回数は台所が 大であったが、滞在時間は寝室が 大であった。この居住

者については、台所と寝室を中心に滞在し、移動する部屋使用行動時間と滞在回数の特徴

が明らかになった。 

・3 日間で滞在時間割合は洗濯機周辺が 小であったが、滞在回数割合は浴室が 小であ

った。 

・寝室に滞在している割合は居間に滞在している割合よりも約 2割程度大きい。 

・全調査日の屋内に滞在している割合は約 7割、屋外に滞在している割合は残りの約 3割

であるが、 日によって大きく変化する。 

・便所の滞在時間割合は寝室に比べて小さいが、便所の滞在回数割合は、寝室とほぼ同じ

であることが分かる。 

・屋外の滞在回数割合は、対象とした全部屋の 2番目に大きい。このことから、洗濯や主

に離れに滞在する家族のもとへ行く頻度が高いことが分かる。 

 

4.2 考察 

 本論は、実際に住宅で BLE を用いた生活動線計測手法の可能性を確認することを重視し

て、計測結果の分析により明らかとなった住宅動線の実態を報告するためのものである。

研究を終えてみて、BLE を用いて実際に住宅における居住者の生活動線を計測することが

可能であることが明らかになった。本手法を用いて、多様な世帯の生活動線を計測し、明

らかにすることで、今後の住宅計画に資すると考えられる。 
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計測結果の分析により、被験者の生活動線は、滞在回数は台所が 大であるが、滞在時

間割合は寝室が も大きい。また、寝室の滞在時間割合は、居間の滞在時間割合よりも大

きい。これは、寝室が居間として使用されていることや、被験者以外の健康状態が不良の

家族が滞在する場合、その家族と共に過ごす時間が長いことが分かる。そのため、台所と

寝室の近接は、移動コストの軽減に資すると考えられる。また、便所の滞在時間割合は寝

室に比べて小さいが、便所の滞在回数割合は、寝室とほぼ同じである。便所を、滞在の中

心としている台所や寝室に近接することも同様に移動コストの低減に資する。また、家族

構成や家族の健康状態等により、生活動線が変化するため、あらゆる変化に対応し得る住

居が必要であると考えられる。 
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DEVELOPMENT OF MEASUREMENT METHOD OF INDOOR 

USERS 
BY USING BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGY 
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   To measure the users’ locations inside the buildings is in large demand. GPS has 

been used in large area outside the buildings, however the indoor positioning technique 

is still unfamiliar despite the big potential in the future. The existing positioning method 

by using such as the camera or the ultrasonic has a major barrier of cost and difficulty of 

implementation. Bluetooth Low Energy technology would solve this problem because 

the system uses low price, small and long-life with normal battery, and the application 

of this technology for the indoor positioning would be significant. 

 

Major results are; 

- to acquire the positioning accuracy by using BLE system,  

- to develop the deploy method of this application, and 

- to measure the living circulation in a generic house. 

 

This achievement would be applied to the architectural planning field, such as rebuilding or newly 

planning house based on the evidence of the problems and features acquired by the measurement of 

actual living circulation pattern. 
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1. 研究目的 

建設時や運用時の人員の位置把握の需

要は大きい。屋外ではGPSが普及する一

方、屋内測位は大きな潜在性がありなが

らも普及が進んでいない。カメラやWiFi

や超音波を用いる手法等の既存技術はコ

ストや設置の困難さが大きな障壁となっ

ている。BLE(Bluetooth Low Energy)を用

いたビーコンは安価、小型、電池で数年

間稼働する特徴を持ち、これを利用した

屋内測位技術を開発することの意義は大

きい。 

建物の生産や運用時に、屋内の人員や

物品の位置情報を把握し、それらを利用

するシステムへの需要は大きい。構築環

境が人間や物の行動や位置を関知する能

力を持ち、それらを見守りながら自律的

にふるまうことは多くの利得をもたら

す。特に人や物の位置情報はその基盤と

なるが、Wi-Fiや音や光を用いた屋内測位

の既存の技術は、コストや設置の困難さ

が障壁となって普及に至っていない。屋

外のGPSの一般的な普及は、スマートフォ

ンなどの既に普及した一般的な端末によ

る利用環境が整えられたためであるが、B

LEにより屋内測位でも同様に一般的端末

による測位が可能となるため、今後の発

展が期待される。BLEを用いた発信機は、

電源が不要で電池のみで稼働し、稼働時

間も10年程度と大きい。また現在一個あ

たり数百円と安価で小型でもあり、既

存・新設建物への導入障壁も低い。BLEに

より現実的なコストで一定精度の常時測

位が長期間にわたり簡易に可能になるこ

とが明らかになれば、屋内測位の普及が

期待される。 

2. 研究手順 

1)BLEによる屋内動線計測手法の開発 

初めに、BLEによる測位を実空間で稼働さ

せ、測位の特性や精度、適切な発信体の設

置位置や員数を把握した。 

 

2)BLEを用いた住宅内の生活動線計測 

次に、建物内の人間の生活動線を計測す

る実験を住宅において３日間継続的に行っ

た。 

3. 研究成果 

1) BLEによる測位精度の把握 

鉄筋コンクリート造、木造の一般的な建

物内において、メートル単位の精度（約

1.5メートル）を確認した。但し、衣服

や人体の影響も大きい。 

2) 携帯電話へのアプリケーション配布 

汎用の携帯端末（iPhone,iPad）へのア

プリケーション配布を可能とした。 

3) 生活動線の計測 

住宅内の主婦の生活動線を計測した。 

 

4. 今回研究の新規性・研究成果の活用 

個別家庭の生活パターンの計測による問

題点、特徴の抽出。エビデンスに基づいた

リフォーム、新設住宅の計画に活用しうる。
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