
宮城大学情報ネットワークシステム	  
における位置情報システムの開発	

須栗研究室 

21252016  松田 篤 

2014年2月14日 

宮城大学大学院 事業構想学研究科 事業構想学専攻 

 情報デザイン領域 



目次	

l  研究概要	  
–  背景	  

l  無線LAN環境を用いた位置情報測定方式	  
–  3つの方式の概要	  

l  研究方法	  
l  実装	  

–  本システムの機能	  
–  実システム埋め込みを前提としたプロトタイプ	  
–  模擬環境	  

l  評価	  
–  動作，費用対効果	  

l  デモ	  
l  結論及び今後の展開	  

1 



研究の概要 -‐ 背景	

l 屋内における位置情報測定の方式 
–  IMES	  (インドアメッセージングシステム)	  	  
–  RFID	  	  
–  無線LAN環境 	  

l 宮城大学情報ネットワークシステム更新プロジェクトへ
の参加 

l 大学におけるニーズに適した位置情報システムの開発 
–  費用対効果の高いシステム → 無線LANインフラを利用 
–  教職員へのアクセス性向上 
–  部屋の利用状況の取得 
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無線LAN環境を用いた位置情報測定方式	  

無線LAN環境を用いた位置情報測定方式 

基準点 
l 無線APの位置 
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Triangula8on方式 	  

Proximity方式 	  

Scene	  Analysis方式 	  



Triangula8on方式	

4 



Proximity方式	
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Scene	  Analysis方式	
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既存方法の欠点	

l クライアントにインストールが必要 

l 計算量が多い 

l ネットワークに負荷がかかる 

l 準備が大変 

l 不要に高精度 
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研究方法	

l クライアントにインストールが必要 
–  不要 

• ウェブアプリケーションとして実装 
• 無線APと無線クライアントの接続状況の分析にSyslogを用いる 

l 計算量が多い 
–  少ない 

l ネットワークに負荷がかかる 
–  かからない 

l 準備が大変 
–  簡易な準備 

l 不要に高精度 
–  簡易に教室単位の位置測定  
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研究方法	

l 宮城大学情報ネットワークシステム上での運用 
– 実現できず 

l 宮城大学情報ネットワークシステムの模擬環境
の構築 
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実装	  (1)	  -‐ 実システム埋め込みを前提としたプロトタイプ	

l 宮城大学情報ネットワークシステムで使用さ
れる予定の機器を用いてプロトタイプを構築	
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機器	 名称	 台数	

無線LANコントローラ	   HP	  ProCurve	  MSM760	  	 1	

無線AP	 HP	  ProCurve	  MSM466	  	 1	

位置情報サーバ	 Apple	  Mac	  OS	  X	  v10.8	  	 1	

ルータ	 PLANEX	  MZK-‐WG300	  	 1	



HP	  ProCurve	  MSM760	  MSM466	   	
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l HP	  MSM760	  	  
– VSC (Virtual Service Community) による
APの管理 

– SOAP，SNMP，ssh，Syslogのサポート 

l HP	  MSM466	  
– 2つの動作モード「controlled mode」
「autonomous mode 」 
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実装	  (1)	  -‐ 実システム埋め込みを前提としたプロトタイプ	
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MSM760 
無線LANコントローラ 

MSM466 

無線AP 

位置情報サーバ 被測定者	

被測定者	

無線APの管理	

SOAP / ssh 

Mac OS X 
Apache + PHP 
+ MySQL 

実装	  (1)	  -‐ 実システム埋め込みを前提としたプロトタイプ	



実装	  (2)	  -‐ 模擬環境	

l 無線LANコントローラを含めた模擬環境
の開発 
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機器	 名称	 台数	

無線LANコントローラ 
位置情報サーバ 

Apple	  Mac	  OS	  X	  v10.8	  	 1	

無線AP BUFFALO	  	  
WAPM-‐APG600H	  	

4	

ルータ PLANEX	  MZK-‐WG300	  	 1	



模擬環境	
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実装	  (2)	  -‐ 模擬環境	

l BUFFALO WAPM-APG600H 
– SNMP，ssh，Syslogのサポート 

l 無線LANコントローラの製作 
– WAPM-APG600Hの一元管理 
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実装	  (2)	  -‐ 模擬環境	
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APG600H 

無線AP 

位置情報サーバ 
+ 

 無線LANコントローラ 

被測定者	

被測定者	 Mac OS X 
Apache + PHP 
+ MySQL 

APG600H 

無線AP 

APG600H 

無線AP 

APG600H 

無線AP 

ssh / Syslog	

APの管理	



実装	  (2)	  -‐ 本システムの機能	

l 登録された人物の位置情報の取得 

l 部屋の利用状況の取得 

l 動線情報の取得 
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評価 -‐ 動作	

l 位置情報の取得 

l 評価環境 
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評価 -‐ 費用対効果	

本システム 	
Proximity	
方式 	

Triangula8on	  
方式 	

Scene	  Analysis
方式 	

位置情報測定
の誤差 	

部屋単位 	 50m~100m	  	 数m~数十m	  	 cm単位 	

開発費用 	 小 	 中 	 大 	 極大 	

開発工数 	 小	 中	 大	 極大	

クライアント端
末・ネットワー
ク・サーバへの
負荷 	

小	 小	 中~大	 大	
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l 本システムと従来方式の比較 



デモ	

l デモ 
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結論及び今後の展開	

l 位置情報の取得 
– ローミング対策 

l 実運用 

l 応用例 
– 学生出席管理 
– 教職員勤怠管理 
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付録 −	  Launchdに関するバグ	
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