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Abstract

The direction finding (DF) for signal sources is usefull method for investigating signal environment. The methods for DF
are fundamental problem of electromagnetics. Therefore, the application of the DF attracts attention, but the basic point of DF
method are not treated. This technical report presents the fundamental direction finding methods. And we investigated the method
of DF for the interference signal source in Aeronautical Radio Navigation Service (ARNS) band. Additionally, we present the
results of computation for detecting the interference signals.



1 はじめに

電波信号環境について調査を行う場合，信号がどこか

ら来るかを知ることは非常に有用である．また無線機器

を使う際に常に問題となる干渉問題の解決には信号分離

や方位測定といった技術が必須である．電磁波の信号源

推定や到来方向推定は電波工学の基礎問題といえる．そ

れ故にそれらの手法を使った応用分野は注目されるが，

基本原理についてはあまり触れられることがない．

本報告では基本的な信号の到来方向推定に使われてい

る基本的技術について整理を行った．特に古典的手法と

もいえる磁界を使った到来方向の推定法を基本とする方

位測定法と，複数アンテナでの到達時間差を使った信号

源位置推定に注目し整理した．それらの検討結果に基づ

く航空用無線航法周波数帯での干渉波源探索に有効と考

えられる手法を検討する．

2 航空用無線航法周波数帯での干渉問題

航空用無線航法サービス (ARNS: Aeronautical Radio

Navigation Service)に使用する電波は 960 ∼ 1215MHzの

周波数に割り当てられている．現在この帯域内で使われ

ている信号は航空の安全性維持や効率的運用のために国

際的な調整により保護されている．航空航法用などに新

たな無線機器提案されているが，現在携帯電話などの普

及により周波数資源が逼迫しているため，新たな航空無

線システムの周波数も既存の ARNS 帯域に割り当てら

れる．この場合互いの無線システムが干渉しないよう新

たな無線システムの信号設計を行い，既存のサービスに

影響を与えることがないよう設計が行われている．この

ように ARNS 帯域で使われる信号はさまざまな配慮を

行いながら開発 ·運用が行われている．しかしながらこ
の様に管理された帯域内でもごくまれに干渉問題が発生

することがある．干渉の発生状況によっては航空の安全

に支障をきたす場合もあり，干渉源を迅速に特定し排除

することが必要である．

図 1 に ARNS 帯域内で記録された干渉信号の一例を

示す．このデータは宮崎空港付近で飛行実験中に得ら

れたものである．この図 1 において 1185MHz 付近に

見られる信号は DME のパルスペアである．また 0.2 か

ら 0.4msにかけておよび 0.9から 1.0msにかけて強力な

DME 信号とそののマルチパスと見られる信号が含まれ

ている．しかしながらこの図においてもっとも着目すべ

きは 1160MHz から 1165MHz にわたって記録されてい

る信号である．この周波数帯で使われる機器にはこのよ

うな信号を出すものはなく，この信号は不法電波と考え

るのが妥当である．図 1の信号の場合は発生している周

波数や信号のパターンからワイヤレスカメラからの信号

と考えられるが実際の発生位置については不明である

[1]．またこの信号は航空機の運航に影響を与えていな

かったが，違法な電波を使ったワイヤレスカメラからの

信号により航空機の安全運航に支障をきたす事例も発生

している [2]．

本研究ではこのような干渉信号の信号源を求めるため

の方式について調査を行った．ARNS帯域内で使われて

いる機材はもとから互いにパルス干渉を受けることを考

慮して信号設計されているため，有害な干渉となる可能

性がある未知信号に対して信号源位置推定ができるよう

な方位測定方式について検討を行う．

3 信号の方位測定手法

信号の到来方向推定を行うためには電磁波の性質をよ

く知る必要があるため，電磁気の基本ともいえる．一般

に電磁波はその取扱いが近傍と遠方では異なる．近傍界

における電波の到来方向推定は科学的に非常に興味深い

テーマであるが，通常信号の方位測定といった場合には

遠方界を扱い，本報告でも電磁波が平面波とみなせるよ
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図 1 2006/10/26 に宮崎市上空にて記録された受信信号のスペクトログラム．横軸が時間 (0 ∼ 1ms)，縦軸が周波数
(1151 ∼ 1201MHz)となっている．



うな十分遠方での方位測定手法についてのみ扱う．

3.1 一局点測定による信号源位置推定

信号の位置推定のためには 1つの観測点にて波の到来

方向を求める手法が使われてきた．現在さまざまな分野

で使われている方位測定装置の多くは 1つの観測点で方

位を算出し，複数の観測点にて得られた到来方向をまと

めることにより信号の発信源を求める方法がとられてい

る．各観測点においては電磁波の特徴とアンテナの特性

を生かした方位測定が行われることが多い．主に次にあ

げるような手法が一局点測定で方位測定をするために考

えられる．

• ピーク値法
• リサージュ法
• ゴニオメータ法
• 電磁界解析法

以下，これらについて解説する．

3.1.1 ピーク値法

ピーク値法はもっとも単純な信号の到来方向推定手法

である．直交するアンテナで受信した水平磁界のそれぞ

れの成分のピーク値を比較することにより信号の到来方

向を求めようとするものである．従って非常に簡単に方

位測定システムを構築することが可能であるが，複数波

源から同時にやってくる信号を求めることはできずノイ

ズに弱いほか，未知の信号に対しては方位測定を行うこ

とが困難である．

電力会社等で導入されている落雷位置推定システム

LLP(Lightning Location and Protection)はこのピーク値法

をつかって雷放電から発生する電磁波の到来方向を複数

観測点で求めることにより，落雷位置を推定している．

ただし，雷放電は放電毎に波形が異なるため信号の特徴

点を定義することによってその強度比較を行っている．

このような処理を行うことにより完全に既知ではないが

様々なバリエーションがありうる信号についての方位測

定を可能としている．

3.1.2 リサージュ法

ピーク値法は時間領域で得られた信号のある瞬間の信

号強度を比較することによって方位測定を行うが，求め

たい信号の前後の波形も使うことによりノイズ等の影響

を減らすことができる．リサージュ法とは測定された磁

界の 2成分を使ってリサージュ図形を描き，その図形を

楕円関数によりフィッティングすることによって方位測

図 2 母子里で測定された大規模雷放電からのト

ランジェント波形をリサージュ法によって方位測

定した例．

定を行う手法である．ELF 帯で雷放電を観測した信号

を使いリサージュ法で方位測定をおこなった例を図 2に

示す．

図 2に示した磁界波形は大規模雷放電から発生したト

ランジェント波形を北海道の母子里にて記録したもので

ある．このように電力線高調波やバックグラウンドノイ

ズなどは原点に集まり，トランジェント波形は楕円で近

似できるような点を描く．これらの点に対して楕円近似

を行うと楕円の長軸方向を磁界の方向として推定でき

る．これはトランジェント波形に対して主成分解析を行

うのと同様の効果がある [3, 4]．　

リサージュ法もピーク値法も磁界の方向を求めるため

に必要なデータ数が他の解析方法にくらべて非常に少な

くてすむ．このようなことからパルス性の信号の特徴が

既知であるものに対しては非常に有効な手段と考えら

れる．

3.1.3 ゴニオメータ法

時間領域で方位測定を行う方法は簡単であるが，ノイ

ズに弱くまた同時に複数の信号を受信するような場合に

は方位測定が困難になってしまう．そのため周波数領域

で方位測定を行う方法も多くとられている．

ゴニオメータ法では電磁波を直線偏波の平面波と仮定

する必要がある．磁界が東西成分 Hew および南北成分

Hns として記録されるとしたとき，磁界の方向 θH は次

の式で表される．

θH = tan−1
(
Re

{
Hew( f )
Hns( f )

})
(1)

電磁波を平面波として仮定しているので伝搬方向は磁界

ベクトルから垂直な方向であり，このままだと入射角は
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図 3 アドコックアンテナの原理

180度の不確定性をもっている．不確定要素を除外する

ためには水平磁界成分に加えて垂直電界成分を測定し，

電界と磁界の位相差を用いてポインチングベクトルを求

めることにより得られる方位角は −π < θ < π の範囲で
求められる．

この方式は垂直偏波でない場合，ループアンテナの水

平部分に起電力が発生し測定値に誤差が生まれる．これ

を偏波誤差と呼ぶが受信アンテナの工夫によって偏波誤

差は減らすことが可能である．その一例としてアドコッ

ク (Adcock) アンテナがある．アドコックアンテナは垂

直成分のみを受信するように作られている．図 3にその

概要を示す．2本の垂直アンテナを立てその給電線は交

差させてコイルに互いの反対方向の電流が流れるように

してある．そのため給電線の水平部分で水平偏波を受信

しても互いに打ち消し合うことによって偏波誤差を防い

でいる．もし電波がアンテナ 1,2を含む面に垂直な方向

からくれば，1,2 は同位相となりコイルに流れる電流は

大きさが等しく方向が反対となるため互いに打ち消し

あい出力は 0 となる．1,2 を含む面の方向から電波が入

射した場合には d はアンテナ間距離 λ を波長とすると

2πd/λ分位相差が生じるためコイルの両端に電圧が発生

する．紙面に垂直方向を 0◦ とし，信号の入射角を θ，信

号強度を A，アンテナの実効長を hとして a � λとした
場合にアンテナ 1,2に誘起する起電力の値 eは

e =
2πdhA sin θ

λ
(2)

で表される 8字特性となりループアンテナと同じ特性を

もつ．

3.1.4 電磁界解析法

VLF 帯におけるプラズマ波動の観測のように観測

点高に対して電磁波の波長が十分長い場合には電磁界

解析法を使うことにより，直線偏波でない波について

も周波数領域で方位測定を行うことが可能となる [5]．

図 4 は楕円偏波した電磁波が方位角 φ 入射角 i で観測

点 A に入射しているところを示している．楕円偏波し

た波は TE(transverse electric)mode 成分と TM(transverse

magnetic)mode成分に分解することができる．図におい

ては (E⊥,H‖)が TE modeに (E‖,H⊥)が TM modeに対応

する．電磁波の偏波度合い pは TE modeと TM modeの

磁界成分により次のように定義される．

p =
H‖
H⊥
= u − jv (3)

例えば完全な右回り円偏波では (u, v) = (0, 1)となる．

観測点 A で測定される電磁波は直接到来する波と地

面などから反射される波との重ね合わせとして考えられ

るが，観測点高が電磁波の波長に比べて十分小さい場合

を仮定しているため，結果として得られる成分は次のよ

うになる．

Hx = 2A⊥e jωt{cos φ − u cos i sin φ + jv cos i sin φ} (4)
Hy = 2A⊥e jωt{− sin φ − u cos i cos φ + jv cos i cos φ} (5)

Ez = −2A⊥Z0e jωt sin i (6)

ここで自由空間におけるインピーダンスを Z0，H⊥ の振

幅を A⊥ としている．さらに地面は完全導体とみなすこ

とができるため Hzや Ex, Eyといった成分は表われない．

水平磁界成分 Hx,Hy はそれぞれ平面が南北 · 東西を
向いたループアンテナにより測定される．それぞれの

ループアンテナによって励起される電圧を Vx,Vy とし

(Vx ∝ Hy)，電界によって励起される電圧を Vz とする．

それぞれによって得られた値から次の式を得ることがで

θ

i

A

H┻E┻

E||H||

図 4 楕円偏波で観測点 Aに入射する場合．方位
角を θ,仰角を iとする．



きる．

Vx

Vz
= − sin φ + u cos i cos φ

sin i
+ j

v cos i cos φ
sin i

(7)

Vy

Vz
=

cos φ − u cos i sin φ
sin i

+ j
v cos i sin φ

sin i
(8)

上記の式を実部と虚部に分けた場合以下の関係式が得ら

れる．

a1 = −
sin φ + u cos i cos φ

sin i
(9)

b1 =
v cos i cos φ

sin i
(10)

a2 =
cos φ − u cos i sin φ

sin i
(11)

b2 =
v cos i sin φ

sin i
(12)

これら 4つの式を以下 2つの場合に分けて考える．

Case1 b1 , 0, b2 , 0 であり，また入射角 i , 90◦ の場

合について考える．この時電磁波は楕円偏波で入射し入

射角 iと方位角 φは以下の式で得られる．

φ = tan−1
(

b1

b2

)
(13)

i = sin−1
(

1
a2 cos φ − a1 sin φ

)
(14)

Case2 b1 = 0, b2 = 0 であり，入射角 i = 90◦ の場合を

考える．この場合電磁波は水平に入射し直線偏波である

ため式 1と同等の

φ = tan−1
(
−a1

a2

)
(15)

が導出される．

3.2 近代的手法

近年になり通信網が発達すると各観測点間の信号の受

信時刻差を用いる方法が多く使われるようになってき

た．また，信号処理を行うプロセッサが発達した事によ

り観測点毎に行われる信号処理も複雑なものが使えるよ

うになり，アンテナの特性を生かした方位測定から信号

処理技術を駆使した方位測定 ·位置推定が行われるよう
になった．

1 測定点で方位を求めるためにはアレイアンテナに

よってアンテナ間の位相差等から伝搬方向を求めること

も可能である．このような処理を行うことのできる受信

システムでは，同様に送信信号も必要な方向にだけビー

ムを形成する事が容易であるため，必要な方向だけに効

率的に電波を放射する必要のある携帯電話の基地局など

で使われている．

多点測定による位置推定手法としては到来時間差を用

いた方法が代表的なものとしてあげられる．各測定点毎

P(x,y)

F'(-k,0) F(k,0)

図 5 到達時間差法の概念図．到達時間差一定の

点の集合が双曲線を構成する．

に独立して方位を求め，それらの結果から位置を求める

場合に比べて通信量や計算量は多くなるが，位置の推定

精度は高い．空港面での航空機位置を求めるマルチラテ

レーションなどにこの方法は使われているが，基本的な

原理は次のようなものである．

平面上の点 P(x, y) で放射された電波を 2 つの測定点

F(k, 0),F′(−k, 0) に置かれたアンテナで受信した場合を

考える．アンテナ毎に電波の到達時間を求めると，アン

テナ間の到達時間差を求めることができる．この時間差

一定となる点の軌跡は図 5 に示すように双曲線となる．

図の場合は 2受信局で求めているが，さらにもう 1地点

アンテナを配置すると 3組の到来時間差によって 3本の

双曲線を描くことができる．これらの双曲線の交点が放

射源となる．

しかしながらこの到来時間差法では既知の信号に対し

ては到達時刻を決定することができるが，未知信号の場

合はノイズ等との分離，信号のモデル化といった作業が

必要になり古典的手法と比べてそれほど優位性はない．

4 広帯域信号到来方向推定の検討

本報告では ARNS 帯域の未知信号に対する方位測定

手法として広帯域干渉計の技術を使った方式を検討す

る．この方式は 2つの広帯域アンテナで受信された電磁

波の周波数毎の位相差を使って到来方向を求めるもので

ある [6]．単純なモデルでこれについて考える．図 6 の

ように 2つの広帯域アンテナが地面に水平に d離れて置

かれている場合を考える．それぞれのアンテナ 1, 2は同

一の波源から到来する信号 r1(t), r2(t) を受信する．これ

らの信号はアンテナにつながれた受信機でサンプリング

間隔 ∆t でデジタイズされ記録される．記録された信号

は次のように表される．

ri[m] = ri(m∆t), (i = 1, 2; m = 0, 1, · · · ,N − 1) (16)



dcosΦ

Φ

d

図 6 干渉計のモデル．距離 d 離れたアンテナに
遠方から角度 φで信号が入射すると仮定．

また ∆t × (N − 1)は全記録時間を表す．r1, r2 に離散フー

リエ変換をほどこすとそれぞれ次のように表される．

Ri[m] =
N−1∑
n−0

ri[n] exp
(
− j

2πmn
N

)
, (i = 1, 2) (17)

従って信号 r1, r2 間の位相差 θ12 は次のように表される．

θ12[m] = tan−1 ImR1[m]
ReR1[m]

− tan−1 ImR2[m]
ReR2[m]

(18)

これにより二つのアンテナ間での位相差が周波数毎に求

まる．実際の入射角はアンテナ間位相差 θとアンテナ間

距離 dから次の用に表される．

φ[m] = cos−1 cθ[m]
2π f d

(19)

ここで cは光速を意味する．

実際に ARNS 帯域で使われている波形を用いてこれ

らによって方位測定が可能であることを次に示す．図 7

左はシミュレーションで想定するアンテナ配置と信号の

入射角である．異なるチャンネルの DME のパルスが 2

方向から入射する場合を考える．アンテナで受信される

信号は図 7右のようになる．これらの波形に前述のよう

に離散フーリエ変換を行い，受信信号毎の振幅，位相，そ

して位相から求まるアンテナ間の位相差を求めると次の

図 8のようになる．図は上から信号毎の振幅，位相およ

び信号間の位相差を表したものである．上は位相差であ

り下図は位相差からもとまる入射角となっている．今回
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図 7 シミュレーションで用いたアンテナ配置お

よび信号源 (左) およびアンテナで記録される波
形 (右)

おこなったシミュレーションでは 10MHzおよび 12MHz

のところのみ信号があるため目的とする周波数以外が示

す方位に意味はない．信号が存在する周波数でのそれぞ

れの入射角は図から 135 度および 45 度と読み取ること

ができ，これは設定した信号の入射角と等しい．

このシミュレーションでは全時間のデータを一括して

フーリエ変換しているため別々の時間に受信サイトに到

達した source1,2 からの信号が同時に方位測定されてい

るが，必要とされる周波数分解能に応じた時間毎にフー

リエ変換をして信号到来方向推定を行えばそれぞれの時

間毎の信号の到来方向を求めることが可能である．また

本シミュレーションのように周波数の異なる複数の信号

について同時に方位を求めることが可能なため，図 1の

ような帯域内にいくつかの異なる信号が含まれている場

合でも方位測定は可能と考えられる．

5 まとめ

本稿では信号の位置推定手法について報告した．さま

ざまな信号源の位置推定手法がこれまで提案されてきて

いるが，どのような信号に対しても高精度で測位ができ

る方法というのは残念ながら今のところ見当たらない．

しかしながら既知信号であれば高精度に位置推定を行う

手法は数多く提案されている．干渉信号の発信源を探索

する場合，干渉信号は未知信号であるため，どの信号が

干渉信号であるかといった分離作業をする必要がある

が，広帯域干渉計を使った手法は演算途中で信号分離を

行うため未知信号の位置推定に向いている．

現在使われている方位測定法はどれもが本報告で述べ

たゴニオメータ法か到来時間差法の応用である．従って

信号源の位置推定を行うために必要な方位測定部分では

改良を行っていく余地はあまり残されていないが，それ

らの処理を行う前処理としての信号分離などに多くの検

討課題があると思われる．
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