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Wi−Fi�センシング：Wi−Fi��による
モーションセンシングの��

��

Wi−Fiはよく�られており、��プロトコルとして�く	われていますが、��、Wi−Fi�

��の��を�して	たなアプリケーションを�
することに��が�まっていま

す。��には、Wi−Fi�
の����をインテリジェントに��することにより、シス
テムが��されている��の��の��を��することができます。このアプリケーショ

ンは、｢Wi−Fiセンシング｣と"ばれ、ホームセキュリティ、ヘルスケアモニタリング、オー
トメーション、,���などの��での�-��に.して/くの��を�めています。

はじめに

Wi−Fiセンシングは、Wi−Fi0�を�して、1や��の2き、��、�3など、��での
イベントや56を�7する� です。Wi−Fiセンシングでは、Wi−Fi�
はデータ9!をメ
インに、あるいはデータ9!:�として	�されるのでははなく、レーダ�
のように=

る"います。Wi−Fiチャネルで#�された$%な56は、��&'の��の56に�(A
けることができます。

Wi−Fiセンシングにより、IR�7Bやカメラを	ったビデオ)*など、F+はGのセンシ
ング0�によって�,されていた-/くのアプリケーションが-�になります。また、.

,��、/H��、�I�7といった	しいアプリケーションも�
できます。ここで0

1なのは、この	しいアプリケーションは、23なWi−Fiデバイスや��されたシステム
Kに45できるという6です。Wi−Fi�
の�7や89��そのものによって、Wi−Fiシス
テムのL:な��;�にM1なNOをKPる<QなNOをRることができます。さら

に、2き�7では、�7する��そのものがWi−Fi.SであるM1はありません。

センシングのTUを=たす:�0�はGにVWするかもしれませんが、このアプリケーシ

ョンにWi−Fiを	�することは、いくつかの�>で?Xです。まず、Wi−Fiは、YZやオ
フィスといった/くの\]��や^@の\_��でも、ほとんどどこにでもあります。セ

ンシング2`を�,したりABしたりする/くの;Bがすでに�-�なため、	たなエ

コシステムを45するM1はありません。
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さらに、bな;�(データ��)の^@としてWi−Fi;Bが�,する�
c�により、��
ユニットCのチャネルに�するインサイトをRることができます。Wi−FiチャネルはDgに
56しやすく、また��のわずかな56(hの2きや1の"iなど)に.してもEjです。
;BCのF�し9Kにない��でさえ、その��によるWi−Fi�
のGkのために、チャネ
ルにlHをmえる-��があります。�g、これらの56は、IJにKnされたりLM

されることはありませんが、��のスキャニングやセンシングのためのopなLNをqr

します。

また、�くOsしている0�をt�できるため、/くのセンシングアプリケーションの

PQをRSできます。�uには、^@のqvのWi−Fiセンシングは、ハードウェアの5T
なしに�
できるyzがあります。また、UV0�でセンシングが-�になれば、Wi−Fi�
�に	たな{|もL}されるでしょう。

ユースケースとアプリケーション

セキュリティ

ホームモニタリングは、Wi−Fiセンシングの~Vのユースケースの1つです。Wi−Fiセンシ
ングを	うと、�YWが�Wの%にもYZ]@のあらゆるX2に�するインサイトをRる

ことができます。これらのインサイトは、YZWの2きを�7するとRられ、そうした2

きの,�とタイミングが�まれます。�[のモニタリングは、�\ビルにおいて、��エ

リアやアクセス]3の�いエリアでも�,できます。サンプリング�^-を�くしたり、

2き�7のj3を�めることによって、Wi−Fiモーションセンシングにより、^@の_��
�
や2きパターンを��することもできます。この_�NOを1々のホワイトリスト

に�(Aけることにより、このNOを	って�YWやGのu�される`�Wを��Wと�

�することができます。

これらのユースケースのセンシング��にlHをmえる-��があるabのいくつかを�

�にJします。

1.UVの;Bでc-フロアがあるYZ��を�いS/Ndでカバーすること
2.Gの2き(�ef�、ペット、YZの_での2き)と1の2きの��
3. CSINOにLづく2きを�した,���のg3

ヘルスケア

Wi−Fiセンシングを	�して、�uされるパターン("i､ジェスチャ、i�%の2きなど)
と�u_のパターン(スリップ／/Hの��、2きのk�など)をl�できます。これらの�
 をmみzわせることで、Wi−Fiセンシングは�nWのD�oでプライバシに�nしたモ
ニタリングが-�になり､M1にSじて�pF�Wや�qWに�Oできるようになります。

http://www.onsemi.jp/
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オートメーション

Wi−Fiセンシングは、W���やジェスチャrlによって、ホームオートメーションやビ
ルオートメーションに�できます。�えば、�_の2きを�7し、1が@\に�ろうと

していることを��して、�]sIを6tするアプリケーションをKえることができま

す。u_9を	�したセンサは、このようなユースケースでは、F�し9Kのイベントに

のみ Sするように¡vされます。ドア、w、¢£システムなどの¡¤やそのGのオート

メーションは、Wi−Fiを	�したモーションセンサとW�センサからのデータを	�して�
,できます。

"��#

\]マッピングシグネチャとmみzわせると、Wi−Fiセンシングを	�して�]にある;
Bの,�を��したり、§�]のどのフロアに;Bがあるかを¨�したりできます。

また、Wi−Fiによる,���データは、SLAM(�©,���と��ª«`rの�%�,)0�
を	�して、Gのセンサからの,���とmみzわせ、このデータのg3を¬Kさせるこ

ともできます。このような,���を	えば、xでy®をLMしたり、¯°]のタグを

つけた��をFつけたりするようなアプリケーションが-�になります。

Wi−Fiの	


��$%の�&

!�アンテナと²�アンテナのペアCの89³�は�g、｢チャネル｣と"ばれます。89

�
の��はこの³�]を9zする{に56します。この56は��にJすc-の
|に

i´している-��があります。

1.アンテナCのF�しパス
2.アンテナCの��による�
の µ、¶·、P·
3.アンテナとそのCにある��とのCの}.な2き
4.³�¸を�~する{の�
の��

これらの
|の��なlHは、��にJす3つのbなr�に�Uし、¹�にモデル6で
きます。

1.�
の9z$��º
2.��フェーディングとシャドーイング
3.��フェーディングとマルチパスフェーディング

チャネルのG、トランスミッタとレシーバによるノイズと�みも、レシーバで��に#

�される�
にlHをmえます。

�
の9z$��ºとは、アンテナで²�した89エネルギーの��のことを¾します。

これは89³�¸の9zや!²�アンテナCの¿や�Àの��でのiÁによって_じま

す。フェーディングとは、�Àの��や��からの µによって_じる²��
のコピー

http://www.onsemi.jp/
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Cの}�Â�のことを¾します。フェーディングは/くのyz、!�VC¸のチャネル

S�の}.な���(コヒーレンス%C)にLづいて、�いか�いかで�ÄAけられます。
フェーディングは、�
が²ける��な$��ºに}え、�^-にÅVする��として


れます。

マルチパス9zのモデル6はDgにc�ですが、Wi−FiシステムにOFDM5�を	�する
と、�ÆÇのOFDMキャリアごとに¹�にÈ^のc�スケーリングとしてマルチパスチャネ
ルをモデル6することができます。このモデル6によって、OFDMシステムのチャネル��
を��6でき、�ÆÇÉ2`にM1な�サンプリングレートでのイコライザ4�が��6

されます。

Wi−Fiチャネルの#

Wi−Fiチャネルの��は²�c�の^@として��Ëで�,されます。[々なÌÍのWi−Fi
プロトコルで/[な&'の��Ëをサポートしていますが、��の��では、マルチキャ

リアCP−OFDM��Ëを	�しています。レシーバでデータを�gにÏ�するには、レシー
バÐでチャネルS�の��がM1になります。Wi−Fi��は��の｢トレーニングフィール
ド｣を��しています。これはパケットプリアンブルの^@として!�され(Figure 1Òs)、
レシーバで����かつ�]3のチャネル��が-�になります。このトレーニングフィ

ールドによって、Figure 2にJすようにレシーバは�^-�Çでチャネルを��できます。

Figure 1. Structure of an 802.11ax Packets Showing HE−LTF Fields Used for
CSI Measurement

Figure 2. Magnitude of Channel Taps for a Multipath Channel (Left) and
Corresponding Channel Frequency Response (Right)

�Pの!�でこのトレーニングフィールドを	うと、ある�3のオーバーヘッドがQ_し

ますが、Wi−Fi!�ごとのチャネル��の��によって、Ó�の!�Cの��の56に.す
るÔ��が�まります。

http://www.onsemi.jp/
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また、Wi−Fi��では、トランスミッタがレシーバにチャネル��|の｢フィードバック｣
を1�できるÕmみもサポートしています。これは、トランスミッタが!�する��なサ

ウンディングパケットを	�して、レシーバがチャネルを��することによって�
でき

ます。このチャネル��|は�g、Öらかの×Sと�Ø6を,うqvでトランスミッタに

�!されます。

チャネル��の���とg3は、�
ÆÇÉ、²�アンテナ-、²��
eXなど、c-

の1´にÅVします。�Ù160 MHzのÆÇÉ、8x8 MIMO、ビームフォーミング0�など、
Wi−Fi��ËのÕ[における��の�.により、これらのシステムのチャネル��が¬Kし
ています。

Wi−Fiのトポロジ(-./)

�の«(Figure 3Òs)は、È^のWi−Fiアクセスポイント(AP);Bとc-のステーション
(STA);Bを�えたYZ]Wi−Fiネットワークの^�なネットワークトポロジをJしてい
ます。APと��のSTAとのCの89チャネルは、c-のF�し](LOS)パスおよび[々なp
���と 2��からの µによるF�し_(NLOS)パスで4rされています。

この«の�では、APと1つのSTAのCのc-の$�をo��Jしています。トランスミッ
タとレシーバCの��の,�や�¬が56すると、STAのレシーバにÛ¡する�
の=Éと
,}にlHをmえ､レシーバで��されるチャネル��がlHを²ける-��があります。

Figure 3. A Typical In−home Wi−Fi Network Showing Multipath between AP and STA

http://www.onsemi.jp/
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Wi−Fiによる�0／センシング

チャネル#1を3ってセンシングを6�にする��

Wi−Fiセンシングは、レシーバがÜRしたチャネル��|を�することで�
します。
これはCSI(チャネル¢ÝNO)ベースセンシングとも"ばれます。

UVのWi−FiネットワークでCSIベースセンシングを�
するために、[々な� を�
して�(;Bからのパケット!�を�Vにトリガすることができます。ここでは、Wi−Fi
プロトコルのみを	�してトリガをかける｢��Ëによる� ｣と、K,Ëのプロトコルを

�いてトリガをかける｢ネットワークËによる� ｣を��します。これらの!�での²�

c�の^@として、;Bは�£と[々なトランスミッタとのCでCSINOをÁ�できます。

���による�	

��Ëでは、;BはWi−Fiパケットを�の;Bに!�し、ACKS�パケットからのCSIを
��することによって、CSI��を�,できます。/くのyz、89ネットワークではデー
タトラフィックを]¤に9!するため、.SするWi−FiパケットをCSI��の�,に	�で
きます。これによって、CSI��:�の!�が�1になり、�(する��%Cのオーバーヘ
ッドがなくなります。

��の¢¥では、ネットワークがß;¢Ýで、�{に9!するデータがないyzでも、

;Bは¡¤データを�むパケットをGの�(;Bに!�できます。この!�によって��

%Cの	��がà}しますが、このような¢¥(	�]3が�い89ネットワーク)では、
この��%Cの¦§は�bにはなりません。

チャネル��を�,する��Ëによるもう1つの� は、!²�;Bのá�がサウンディ
ングパケットをサポートしているyzは、それを	�することです。サウンディングパケ

ットまたはNDP(ヌルデータパケット)は、Wi−Fi��に��されている��なパケットで
す。これはトランスミッタが�(;Bに��のチャネル¾2の��とフィードバックを1

�するために	�します。これらの¾2は、�えば、このトランスミッタからのÓ�の!

�をビームフォーミングするために	�できます。�の«(Figure 4をÒs)は、NDPを	�
したチャネルサウンディング�vのパケットシーケンスをJしています。ビームフォーマ

(Q�;B)がNDPアナウンスメントに�いてNDPパケットを89³�Kで!�します。
NDPアナウンスメントには、.|のビームフォーミ(S�;B)がNDPに�しくS�するため
にM1なNOが�まれています。NDPを²�すると、ビームフォーミはチャネル,ãの�
�を�,し、チャネル,ãのSVD(�¨|��)を©ªして、そのNOを23の¾�フォーマ
ットに×Sします。このNOはアクションフレームと"ばれるデータパケットとして!�

されます。ビームフォーミは、このアクションフレームを��し、NOをÜり7すことが

できます。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 4. Typical Wi−Fi Sounding and Channel Feedback Sequence

ネットワーク�による�	

ネットワークËでは、UVの¡¤プロトコルを	�してCSI��をPäできます。このプ
ロトコルは�に、�(する2つの«¬CのWi−Fiパケットで9!されます。�えば、CSI��
;BはICMP(インターネット¡¤メッセージプロトコル)エコーリクエストを�(ステーシ
ョンのどれかに!�し、これにSじてそのステーションからICMPエコーリプライを²�で
きます。このS�パケットのチャネル��|をå7することによって、この;Bは、2つの
;BCのチャネルのCSINOをÜRできます。

Figure 5. Using Higher−layer Protocol to Trigger Wi−Fi Transmissions

Wi−Fiセンシングアプリケーションの89なアーキテクチャ

23なWi−Fiセンシングアプリケーションのアーキテクチャは、4つのK,c�ブロック
で4rされています。これらのブロックは、;BKに�することも､クライアント／

サーバアーキテクチャを	�してリモートサーバKに�することもできます。�の«

(Figure 6をÒs)は、これらのブロックとæブロックに	�される^�な� をJしてい
ます。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 6. Wi−Fi Sensing Architecture

CSI��

CSIÜRブロックは�VにCSIをÜRします。;BKに�しているyzは、このブロ
ックによりホスト;Bとc-のGの�(Wi−Fi;BのCのCSINOをÜRできます。

クラウドまたはサーバベース�では、このブロックにより、æホスト;Bがc-の�(

Wi−Fi;BからCSIを_rできるyzに、ホスト;BからCSINOをÜRできます。このよう
なアーキテクチャでは、センシング��を¬Kさせるために�-�な、よりçれたCSIN
OがRられます。Figure 7は、4x4チャネル��でのCSI7Xの�をJしています。

Figure 7. (a) Typical 80 MHz 4x4 CSI Matrix, (b) Channel Amplitude without Motion,
(c) with Motion

���

CSIデータにèc�を,うことにより、Á�したNOの7を¬Kさせてから、このデータ
に.して�Äå7を�,します。èc�には、アーチファクト®é、ダウンサンプリン

グ、セグメンテーション、ノイズ®éなど、[々な� があります。

����

�Äå7により、èc�されたCSIデータから[々な¯°±©�や��±©�を_rしま
す。また、[々な2きのパターンに�²の^@の�Äを_rすることもできます。�え

http://www.onsemi.jp/
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ば、.,��アプリケーションでは、%C}�やスペクトルê3のような�V�g�をë

つ�により、çれた�'��がRられます。

��

�'ブロックは、;³�´モデルを�いて、��なµ�¶�を�,します。このモデル

は、·ìあり�´やクラスタリングのような^@の·ìなし�´によって�´させること

が-�です。�'では、ロジスティックPí、ニューラルネットワーク、µ�¸、SVN
(サポートベクターマシン)など、[々な;³�´モデルを	�できます。^�をîげると、
�'Bは、CSI©�の¸ï¹.ðñや23ðñを$%に	�し、µ�¸を	�して2きが
ある¢¥とない¢¥を�'できます。

��<

-ºのò\では、すでにWi−FiセンシングをÜり�れたプラットフォームを45していま
す。これらの¸には、ホームセキュリティやヘルスケアモニタリングなどの��で��ソ

リューションの�
につながったものもあります。

これはWi−FiセンシングがUVのf�で��-�であることをJしていますが、^�のL
31ôが^�にzõされていれば、さらに/くのことを�
できます。Wi−Fiの��をö÷
するIEEE 802.11ワーキンググループは、Wi−Fiセンシング1ôの^@を��6するÜりm
みをPäしました。

��6の-��がある��は��のとおりです。

•>;Bペアまたはグループがセンシングパラメータをネゴシエートし、センシングに	�-
�なパケットの��の!�スケジュールを»�できるようにすること

•>;Bがセンシングのために!�されc�されるパケットの��のフォーマットをネゴシエ
ートできるようにすること

•>センシング1ôに¼zするパワーセーブモードを�½すること

	たな1ôが¾�されているにもかかわらず、UVのÌÍのWi−Fiとの�,ù¿�をÀë
することがõ«されています。これにより、úv��がûrされるèでも、Wi−Fiセンシン
グが�-�になります。

http://www.onsemi.jp/
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�=

オンセミは、Wi−Fif�ラインでWi−Fiセンシングを-�にしました。ü�されたソリュー
ションは、チャネル¢ÝNO(CSI)をÁÂした��エンジンで��できるようにすることで
す。CSIは²�パケットごとにå7できます。ÜRしたNOは、APIを�してサードパーテ
ィのPQWが�できます。このインタフェースによって、c-のステーションから�%

にCSIをÁ�し、APの2き�7のカバーÃÀを�くすることができます。

このプロセスをFigure 8にJします。

Figure 8. Typical Architecture for CSI Capture over Wi−Fi Networks (c) with Motion

_@エンジンにより、��したCSI|を$%に)*し、2きをJす56か、それ�_の
��56かを��できます。^(のチャネル|がê�しているyz(Figure 7(b)Òs)は��
が��していることをJしており、CSI|CにÙきな52があるyz(Figure 7(c)Òs)は2
きをJしている-��があります。

オンセミは、CSIのå7にLづくWi−Fiセンシング0�をýyþ�するために、いくつか
のò\と(ÄしてÜりmみを�めています。また、オンセミは、いくつかのÙ�とÅÄし

てこの	0�の-��を��しています。

まとめ

Wi−FiセンシングはWi−FiのUVの;�をt�し、あらゆる&'の	�アプリケーション
を�
できる²Æな	��です。この0�では、Wi−Fiレシーバが:+�えているチャネル
NOをX�し、それを_@��に�できるようにします。�'および��エンジンによ

って、ÜRしたNOをc�し、��や2きに�(する��の56を¨Çできます。これら

の;�により、セキュリティ、ヘルスケア、オートメーション、,���などの��で、

[々なWi−Fiセンシングアプリケーションを�
できます。

http://www.onsemi.jp/
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UVのf�によって、Wi−FiセンシングにM1なデータをÜRできますが、È�な��
6へのÜりmみにより、この0�をさらにÉ�して、�ÌÍのWi−Fiセンシングアプリケー
ションを�
できるようになります。
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