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Abstract

　This paper describes experiments and simulations to consider the reduction of multipath error, with the aim of 

realizing a precise passive positioning system using Mode S signal on airport surfaces.  There are many reflective 

objects on airport surfaces, and broad pattern fixed antennas used for passive positioning systems, must be 

influenced by the multipath.

　The simulation of the multipath error characteristic of various pulse time of arrival detection methods was 

performed in order to study the influence of the multipath.  As the simulation results showed, influence of the 

multipath remains even if delay time is long by the half-amplitude point method, which is widely used for the 

detection of pulse time of arrival （TOA）.  The correlation method, which is used for GPS, the DAC （Delay 

Attenuate and Compare） method, and the least square matching method, which extends DAC, can reduce the 

error created by an obstacle exceeding the delay time of the multipath by about 40ns, so the obstacles that 

influence an airport surface could be limited.  The peak multipath errors of the DAC method and the least square 

matching method are less than half that of the correlation method.  Compared with the correlation method, the 

multipath mitigation effect of the DAC method and the least square matching method, which carry out time 

detection in the early portion of a pulse waveform with low possibility of delayed multipath overlapping, are 

clear.  However, since delay time is small, the influence of ground reflection can not be avoided.  Although the 

error of the least square matching method is the smallest of these methods, the DAC method is practical at 

present, taking into account data processing load.

　An experimental system was developed using optical fiber signal transmission. Termed OCTPASS （Optically 

Connected PAssive Surveillance System）, it enables precise synchronization between the receiving stations of an 

airport surface passive positioning system.  An experiment conducted at Sendai Airport showed that the error 

using the DAC method is less than half that compared with the correlation method.  The experimental results of 

positioning error using the DAC method, without using smoothing filter obtained on the runway and taxiway were 

less than the 7.5m （2RMS） required for airport surface surveillance.  It is considered necessary that M/D 

（Multipath to Direct signal level ratio） be reduced to less than one, taking into account the height and position 

of the installed receiving antennas.
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１．はじめに

　空港及びその周辺において，各種の測位システムが使

われている。ほとんどの測位システムにおいて電波の多

重反射（マルチパス）は誤差の要因となっており問題と

な る 場 合 が あ る。SSR（Secondary Surveillance Ra-SSR（Secondary Surveillance Ra-（Secondary Surveillance Ra-Secondary Surveillance Ra-

dar：二次監視レーダ）を基にしたモード S，マルチラテ：二次監視レーダ）を基にしたモード S，マルチラテS，マルチラテ，マルチラテ

レーション，ACAS（Airborne Collision AvoidanceACAS（Airborne Collision Avoidance（Airborne Collision AvoidanceAirborne Collision Avoidance 

System：航空機衝突防止装置）等はパルスの到着時間を：航空機衝突防止装置）等はパルスの到着時間を

検出する点において共通点がある［1］［2］［3］1］［2］［3］］［2］［3］2］［3］］［3］3］］。これらのシステ

ムは，マルチパス誤差特性も共通するところも多い。

　空港面等の航空機の監視にはそれぞれの位置の他，

個々の航空機の識別が必要となる。現用の一次レーダの

一種である ASDE（Airport Surface Detection Equip-ASDE（Airport Surface Detection Equip-（Airport Surface Detection Equip-Airport Surface Detection Equip-

ment：空港面探知レーダ）では航空機の識別情報は得：空港面探知レーダ）では航空機の識別情報は得

られないため，この識別には他のシステムからの情報と

照合する必要がある。このため，空港面等の航空機の監

視 に は ADS-B（Automatic Dependent Surveillance-ADS-B （Automatic Dependent Surveillance-（Automatic Dependent Surveillance-Automatic Dependent Surveillance-

Broadcast）が適しているが，新たな機上装置を航空機）が適しているが，新たな機上装置を航空機

に搭載する必要があり，普及にはまだ長い年月を必要と

する［4］4］］。そこで，ほとんどの旅客機に搭載されている

ACAS またはモード S トランスポンダの電波を利用したまたはモード S トランスポンダの電波を利用したS トランスポンダの電波を利用したトランスポンダの電波を利用した

空港面受動測位について検討した。飛行中と比較して空

港面においては，近くの構造物や地面のような反射物が

多く，また指向性の強い回転式アンテナを使用できる

モード S レーダと異なり、受動測位においてはブローS レーダと異なり、受動測位においてはブローレーダと異なり、受動測位においてはブロー

ドなパターンの固定アンテナを使用するため、ターゲッ

トに対して周辺のマルチパスのレベルをアンテナパター

ンで抑圧できないので影響を受けやすい。このため特に

マルチパスの対策を検討する必要がある。

　本報告は「無線測位におけるマルチパス誤差低減に関

する研究」において行った受動測位の測位原理，マルチ

パス誤差低減を考慮した時間検出法式，測位実験，マル

チパス誤差のシミュレーション等をまとめたものであ

る。ACAS を利用したマルチパス誤差低減を考慮した２

種類の時間検出法（３節）による実験（4.1節）とマル

チパス誤差シミュレーション（6.2，6.3節）については

論文［5］として既に報告済みの内容も含まれるが，モード

S の実験結果（4.2節）と従来から使用されている半振幅

点法（6.1節）と新たに考案した最小２乗マッチング法（6.4

節）のシミュレーションを加えて比較した。また，マル

チパスの状況を表す遅延プロファイルを示すため，空港

内伝播シミュレーション（５節）とスケールモデル実験

（７節）を加えている。

２．測位原理

　空港面受動測位の原理は，航空機が平面上にある場合

その周辺に３箇所以上の受信局アンテナを配置し，航空

機から送信される信号波形からの到着時間（TOA：

Time Of Arrival）を測定し，各受信局間の到着時間差

（TDOA：Time Difference Of Arrival）を求める。こ

れからそれぞれのアンテナと目標の電波発信源との相対

距離に変換し，目標の位置を算出できる。測位原理は電

波 の 流 れ が 逆 で あ る こ と を 除 い て GPS（Global 

Positioning System）と同様で，測位計算も GPS と同

様の計算式でできる。平面上の測位であれば，３個以上

の受信アンテナが必要である。

　測位誤差の目安も GPS と同様に時間検出誤差と，目

標と受信アンテナの位置関係で決まる DOP（Dilution 

Of Precision: 精度低下率）の積となる［6］。DOP を良く

するには，発信源を取り囲むように受信アンテナを配置

する必要がある。DOP は目標から見て受信アンテナが

均等な角度で見える場合が最良となる。

　測距は電波の伝播時間を信号の時間検出で行う。一般

に波形の変化が急峻なほど時間検出誤差は小さくなり，

そのような波形では帯域幅は広くなる。従って，帯域幅

の広い信号が時間に検出に適している。空港面において

図１　ACAS の質問信号形式
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航空機が送信する電波としては，図１に示す ACAS の

質問に使われる1030MHz の信号が最も帯域が広い。

ICAO の規定で比較すると，中心周波数から約20dB 下

がる帯域幅は ACAS の1030MHz で20MHz，図２に示す

モード S の 1090MHz の 応 答 信 号 は 14MHz，DME は

1.1MHz 以内となっている［8］。

　受動測位は航空機から発せられる信号であれば何でも

利用できるが，1030MHz の ACAS 信号がこれらの中で

は最も帯域が広く，高精度な測位が期待できるので，ま

ず ACAS を 用 い た 受 動 測 位 実 験 を 行った。 ま た

1090MHz のモード S 信号を利用しても，DME より高い

測距精度を期待できるのでモード S による実験を次に

行った。

３．時間検出方式

3.1　相関法

　相関法は，受信波形と基準波形の相互相関をとり，こ

れが最大となる点で TOA を検出する。相関法は GPS で

も広く使われている方法で，位相反転のある GPS と同

様に ACAS の位相変調信号部分に適している。相関法

は，基準波形と受信波形の相関を，所定の範囲の波形デー

タを積分して計算するため，雑音の影響は受けにくい特

徴がある。しかし，マルチパスによるひずみの影響はあ

る。GPS では相関処理を行うコリレータのタイミング

進ませたものと遅らせたものを用意し，この相関結果が

等しくなるようにトラッキングしている。マルチパスの

影響を軽減するため，直接波から時間的に遅れて到着す

るマルチパス波の影響を除去するようにこれらのコリ

レータの間隔を狭くするナローコリレータが GPS 受信

機でも使われている。ここでは、コリレータの間隔を極

限まで小さくしたナローコリレータに相当する相関値の

ピークを求める方法を使用した。

3.2　DAC 法

　受動測位ではブロードなパターンのアンテナを使用す

ることと，空港内においては電波を反射する建物や他の

航空機が近い距離にあるため，マルチパスが混入する可

能性が高く，マルチパス誤差を軽減することが重要であ

る。マルチパスの軽減には，精密距離測定装置（DME/P）

で採用された DAC（Delay Attenuate and Compare）

法［9］も実用上有効な方法である。DAC 法は，図３に示

すように受信波形をτ時間遅延させた波形と A 倍（A

＜１）した波形を比較し，交わる点を時間検出点とする

方式である。DAC は直線的な立ち上がりの波形に適し

た方式であり，立ち上がり部分の波形により検出点が変

わるが，受動測位では，同じ波形の相対的な検出時間差

を利用するので，理論的に航空機毎の波形の違いによる

誤差は発生しない。

　マルチパス波は直接波より遅れて到着するため，その

遅れ時間より前の部分の直接波は影響を受けていない。

DAC はパルスの立ち上り部分において時間検出するた

め，マルチパスに強い方式である。ACAS 質問信号およ

びモード S 信号は，50-100ns と立上時間は DME と比較

して短く［8］，DAC を用いた時間検出を適用できればマ

ルチパス誤差を低減して高精度な測位が期待できる。

４．測位実験

4.1　ACAS 測位実験

　仙台空港 A 滑走路において，図４に示す受信局配置

で，図５に示す1030MHz の ACAS 測位実験システムを

図２　モード S 応答信号形式例

Delay 

Attenuat

図３　DAC によるパルスの検出
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使用して測位実験を行った［10］。実験システムはマルチ

パスがある空港面環境において受動測位の誤差を評価す

るのが第１の目的であるため，リアルタイムの測位機能

は実現していない。

4.1.1　ACAS 測位実験システム

　ACAS 搭載の航空機を実験で走行させるのは困難であ

るため，実験車両で代用した。アンテナ高は大型機ほど

高くできないが，小型機に近い状態であり信号レベルは

大型機より厳しい条件である。模擬する送信システムは

実験車両に搭載され，アンテナ，送信機，GPS 受信機

から構成される。システムは，送信出力は400W，送信

アンテナは無指向性のグランドプレーン付きモノポール

アンテナを使用した。ACAS 測位誤差の評価のため実験

中，実験車両の GPS 移動局のデータも記録し，後処理

キネマティック処理により基準位置を求めた。

　測位データの収集を行う受信システムは，３つの地上

局（主局，従局１，従局２）で構成した。主局と従局間

は，時間同期のため，光ファイバにて接続した。受信局

は，アンテナ，ACAS 受信機，ディジタルオシロスコー

プ，光同期システムで構成した。ACAS 受信機は，

1030MHz の RF 信号を60MHz の同相信号（Inphase：

図４　仙台空港 A 滑走路における地上局配置およびエリア区分

図５　ACAS 測位実験システム
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I-CH）と直交信号（Quadrature：Q-CH）に変換する（付

録１）。また，ACAS 信号中の同期位相反転を検出する

とトリガ信号を発生する。ディジタルオシロスコープは，

このトリガ信号により I/Q 信号を捕捉し，タイムスタン

プをつけて記録する。光同期システムは，主局のトリガ

信号を，光ファイバを経て従局１および従局２に伝送す

る。従局のオシロスコープは，主局からのトリガ信号に

より I/Q 信号を捕捉・記録する。このようにして，複数

の局において同時に ACAS 信号を捕捉する。

　主局は，A 滑走路の延長線上付近に設置した。そして，

滑走路を挟んで従局１と従局２を設置し，主局とは同期

のため光ファイバケーブルで接続した。主局と従局１の

アンテナ間の距離は1223ｍ，主局と従局２のアンテナ間

の距離は，516ｍである。主局―従局１の間は，地中に

埋設された既設の光ファイバを使用した。また，主局－

従局２の間は，実験時に光ケーブルを仮設した。

4.1.2　ACAS 測位実験データ処理

　実験車両で A 滑走路，誘導路，場周道路等を走行し

データを収集した。実験後，各受信局で記録した IQ 信

号波形に対して，時間検出処理を施し波形毎の TOA を

導出した。次に従局 TOA から主局 TOA を減算し，

TDOA を求めた。この TDOA によって描かれる双曲線

の交点を求めると，これが送信システムの２次元位置と

なる。本実験では，時間検出方式として，相関法と

DAC 法を適用した。

　図１に示す最も帯域の広い ACAS のモード S 質問信

号の P６パルスの急峻な同期位相反転の波形を利用し

て，相関により受信信号の到着時間差を検出する方法に

ついて最初に検討した。ACAS の質問信号の同期位相反

転は後に続くデータに無関係に所定のタイミングにある

のでこの部分を利用するのが適している。主局で取得し

た波形を基準波形とする方法もあるが，基準波形にマル

チパスが混入していた場合，測位誤差の要因となる。こ

のため，ACAS 送信機から直接取得した波形を基準波形

として時間検出に使用した。

4.1.3　実験エリアと地上局配置

　空港内の位置による測位精度の違いを区別するため，

実験に使用したエリアを図４に示すように３分割して解

析した。図４に各エリアの範囲，表１に各エリアの特徴

を示す。

　図６に，本実験により地上局配置における測位誤差を

示す。図中の等高線とこれに付加した数値は，HDOP（水

平方向の幾何学的精度劣化度）を示す。等高線の色は

HDOP の値が１から大きくなるに従って青から緑，黄

色，赤と変えて表示している。HDOP だけでは誤差の

方向がわかりにくいため，約17ns 誤差（距離誤差５m）

をもつ TDOA による測位をシミュレーションし，誤差

の方向性を求めた。図６中の青点の集まりが，測位結果

である。同じ TDOA 誤差であっても，ターゲットの位

置によって HDOP が異なり測位誤差が大きく異なるこ

とわかる。また，本実験における地上局配置では，x 軸

方向のアンテナの配置間隔が，y 軸方向の配置間隔に比

べ小さいため，ｙ軸方向に長く誤差が現れる傾向があっ

た。

Y 

X 

6 

図６　地上局配置による HDOP と測位誤差による分布

表１　エリア毎の特徴

1 HDOP
2 ( )

DO
3

( )



24 電子研報告 No.121 2009

4.1.4　相関法による測位結果

　図７に相関法による結果を示す。図中の青い点が相関

法による測位位置，緑の線は，K-GPS による航跡である。

赤い△は，地上局アンテナの設置位置を示す。表２に

K-GPS 測位との比較結果として，X 方向，Ｙ方向，距

離（Ｒ）の２乗平均誤差（RMS）を示す。これは追尾フィ

ルタによるスムージングは行っていないデータである。

表中の有効データ数とは，追尾フィルタによる予測範囲

から外れたものを異常なデータとして除外することを想

定して，K-GPS による位置と測位位置との距離差，す

なわち誤差が30ｍ以下となるデータの数であり，これを

越える誤差は無効なデータとして解析の対象から除い

た。このため相関法と DAC 法で誤差が異なることから

有効データ数も異なっている。

　エリア１においては，K-GPS 測位位置と比較して，

２RMS（平均２乗誤差）が X 方向2.38m，Ｙ方向6.04m，

距離差（Ｒ）6.50m となり，モード S マルチラテレーショ

ンの測位精度規定値［3］である7.5m 以下で測位できた。

　一方，エリア２，３では測位精度が劣化していた。劣

化の主な原因としては，従局２の信号がマルチパスに

よって波形が乱れていたことが挙げられる。エリア２で

は，従局２の正面に建つ格納庫で反射した遅延時間の長

いマルチパスが従局２へ入射していた。また，エリア３

では，車両近くの格納庫で反射した遅延時間の短いマル

チパスが従局２へ入射していた。遅延時間の違うマルチ

パスは，時間検出に与える影響が異なるため，これを考

慮したマルチパス対策が必要である。

4.1.5　DAC 法による測位結果

　DAC 法による測位結果を図８に示す。DAC 法の処理

結果を水色の点で示す。DAC 法により，ばらつきの小

さい航跡が得られているが，滑走路両端付近においては，

K-GPS 航跡からバイアス誤差が発生していた。このバ

イアス誤差は，P１パルスの振幅の飽和が原因である。

本実験システムは時間検出方式として相関法を想定して

設計したため，P１パルスの利得制御を行っていないが，

DME/P で使用される IAGC （Instantaneous Automatic 

Gain Control）や振幅特性の良い log アンプなどにより

Ｐ１パルスの利得を適切に制御すれば，この問題は解決

できる。

　ここでは，測位誤差のうち，緩やかに変動する成分を

飽和による誤差とし，これを取り除いた測位結果を評価

K-GPS

Y
 

x 

図７　相関法による ACAS 測位実験結果

表２　ACAS 測位結果
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した。図８中の青の点は飽和による誤差を補正した後の

測位結果である。表２に補正後の測位誤差を示す。

DAC では，エリア１で誤差が，X 方向1.18ｍ，Y 方向

3.38m，距離（R）3.58m となり，ばらつきの小さい測

位結果が得られた。また，相関法ではマルチパスによる

時間検出誤差が大きく測位が困難であったエリア２と３

でも，測位結果が得られた。エリア１と３に比べ，エリ

ア２のばらつきが大きい理由は，主として DOP による

影響と考えられる。

　表２の測位実験結果より，相関法と比較して DAC 法

の方がどのエリアにおいてもばらつきが小さく，マルチ

パス環境下において DAC 法が高精度の測位が期待でき

ることがわかった。

4.2　モード S トランスポンダ測位実験

　図１の 1030MHz の ACAS 信号と，図２の 1090MHz

のモード S 応答信号の最初のパルスの立ち上がり時間

の規定は同じであるため，モード S トランスポンダ測

位においても DAC の効果は同様である。マルチパス環

境下での高性能測位を目指して，受信局間の信号伝送に

光ファイバ信号伝送技術を用いる受動型監視システム

OCTPASS（Optically Connected PAssive Surveillance 

System）を考案した［10］。4.1の ACAS 測位実験でも時間

を比較するための同期信号パルスの伝送に光ファイバを

使用したが，受信信号の時間検出処理を各受信局で行う

構成である。これを改良して，OCTPASS では受信信号

を光ファイバ信号伝送技術を用いて１か所に集めてから

処理する。

4.2.1　OCTPASS の特徴

　OCTPASS は従来のマルチラテレーションと同様，監

視領域内の周囲に地上局を設置し，TDOA から，その

信号の送出位置を求める。

　OCTPASS の最大の特徴は，地上局において受信した

RF 信号を，光ファイバ信号伝送技術を用いた装置

（ROF：Radio On Fiber）にて主処理装置に伝送する

点にある。ROF 装置は，ＲＦ信号を光信号に変換し伝

送することにより，同軸ケーブルと比べて長距離の RF

信号伝送が可能である。ROF 装置を利用することによ

り，従来システムにはない３つの利点が生じる。

（1）時刻同期が不要

　TDOA は，各地上局における信号の TOA を互いに減

算することにより求める。従来システムでは，地上局毎

に TOA を求める。このため，各地上局は高精度な時計

または外部時刻源を定期的に観測し，時刻の同期を取る

必要があった。

　一方，OCTPASS では，TOA 導出は主処理装置だけ

で行う。このため，地上局間の同期は必要がなく，同期

に起因する時刻検出の劣化は発生しない。これにより，

TOA が精度良く得られるため，測位精度が向上する。

（2）測位確率の向上

　マルチラテレーション測位において，二次元位置を求

めるためには，最低３局の地上局の TOA が必要となる。

得られる TOA が２局以下となると測位ができない。

　従来システムは，地上局毎に信号を検出し，TOA を

求める。空港面においては，信号検出確率は75-83%［12］

と低下するため，測位確率が低下する。このため，マル

K-GPS
DAC
DAC

Y
 

X 

図８　DAC 法による ACAS 測位実験結果
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チパス等で信号劣化し信号検出できない地上局が発生す

ると，測位できない。例えば，各地上局の信号検出確率

Pr ＝0.8である場合，３地上局からなるシステムの測位

確率は Pr3＝0.51となる。４地上局のシステムの場合，

測位確率は，Pr4＋4Pr3（１－Pr）＝0.82となる。

　一方，OCTPASS では，主処理装置において，複数の

地上局の RF 信号を観測し，いずれか１局が信号を検出

すると，同時に全ての地上局の信号を処理することによ

り捕捉できる。このため，ある地上局の受信信号がマル

チパスで劣化し信号を検出できない場合でも，他地上局

により信号検出できれば信号を捕捉し TOA が導出でき

る。上記の例を用いると，OCTPASS による測位確率は，

３地上局システムで１－（１－Pr）3＝0.992，４地上局シ

ステムで１－（１－Pr）4＝0.998となる。本計算は目安で

あるが，高確率測位が期待できることがわかる。

（3）地上局の小型化

　地上局はフィルタ，アンプおよび ROF 送信装置など

から構成され，時刻検出処理，メッセージ検出処理など

の複雑な処理装置は含まない。このため，地上局を小型

化できる。複雑な処理については，主局の主処理装置に

て実施する。

　以上のような利点がある一方，OCTPASS は，地上局

間に光ファイバ敷設が必要となるという問題点がある。

しかしながら，従来システムにおいても，地上局間通信

の信頼性を確保するためには有線による通信が使用され

ており，長距離の有線伝送には，光ファイバが一般的に

用いられることが多い。実際，フランクフルト空港にお

けるマルチラテレーション評価システムは，地上局間は

光ファイバで接続されている。以上のことから，光ファ

イバ通信路の確保は大きな問題ではないと考えられる。

　実験は仙台空港 B 滑走路東側において３局の受信局

を仮設して，航空機目標を模擬したモード S トランス

ポンダを車両に搭載して走行させ，1090MHz のスキッ

タ信号を受信局から光ケーブルで伝送し収集した。

4.2.2　実験システムおよびエリア

　光ファイバ信号伝送による測位性能を評価するため，

測位実験を仙台空港 B 滑走路において実施した。本節

では，実験に用いたシステムおよびエリアについて述べ

る。図９に実験システムの全体構成を示す。

（1）実験システム

　実験システムは，３つの地上局（主局，従局１，従局

図９　モード S 測位実験システム
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２）から構成される。主局は，アンテナ，プリアンプ，

バンドパスフィルタ（BPF），ROF 受信装置，ディジタ

ルオシロスコープからなる。主局アンテナと主局の距離

が近いため，主局では ROF 伝送装置は使用しなかった。

従局１および２は，アンテナ，プリアンプ，BPF，ROF

送信装置からなる。

　実験では，オシロスコープは入力信号を観測し，ある

一定振幅以上の信号を検出すると，３局の RF 信号を同

時に捕捉する。捕捉データは実験終了後にオフラインに

て TOA を算出し，測位位置を求める。

　TOA 検出方式として，1030MHz 信号に適用してマル

チパスに強いことが明らかになった DAC 法を1090MHz

信号でも適用した。

（2）車両システム

　測位目標となる航空機を模擬するため，モード S ト

ランスポンダを搭載した車両システムを構築した。車両

システムは，アンテナ，モード S トランスポンダ，GPS

受信機から構成される。トランスポンダは，１秒に１回，

1090MHz のスキッタを200W（最小電力）で送信する。

送信アンテナは無指向性のグランドプレーン付きモノ

ポールアンテナ（設置高2.2m）を使用した。GPS 受信

機は，２秒に１回車両の位置を測位する。実験後，基準

GPS 局データと合わせて，キネマティック処理し，車

両の基準の位置を求めた。

（3）実験エリア

　モード S 信号と ACAS 信号のパルス立ち上がり時間

が同程度であることから DAC 法による時間検出誤差も

同程度と考えられる。モード S トランスポンダ測位実

験では4.1と異なるマルチパス環境下における性能を評

価するため，実験エリアとして仙台空港ターミナルビル

の北側を選んだ。本エリアには，ターミナルビル，駐機

中の航空機や搭乗車両などの障害物が存在し，マルチパ

スが多数観測されている。

　主局はエプロン東側の場周道路の外側，従局１は B

滑走路エンド北側，従局２は B5誘導路と滑走路の北側

に設置した。主局のアンテナは実験用車両の上（高さ 

約4.05ｍ）に設置した。従局１および２のアンテナは測

量用三脚（高さ1.9m および1.7m）に設置した。主局―

従局の間の直線距離は，約530m（主 - 従１）よび760m（主

- 従２）となる。光ファイバは，実験時に長さ650m（主

- 従１）および1300m（主 - 従２）のケーブルを仮設した。

（4）HDOP

　地上局配置による測位精度の影響を見積もるため，

HDOP（水平方向の幾何学的精度劣化指数）を計算した。

図11に，HDOP を等高線で示す。実験エリアにおける

HDOP は B 滑走路エンド付近が最も小さく，エプロン

からスポットに近づくほど HDOP が劣化する。実験に

おける走行経路中の最大 HDOP 値は，約7.5であった。

通常，マルチラテレーションシステムでは，予め

HDOP を計算し，測位の対象領域を決定する。例えば，

FAA ASDE-X のドラフト仕様書［11］では，HDOP が1.5以

下の領域で測位精度６m（１σ）となるように規定して

いる。本実験では，解析を簡略化するため，HDOP の

大きい領域も含めている。

4.2.3　実験結果

（1）固定点の測位

　光ファイバによる伝送遅延時間の補正値を求めるた

め，固定点の測位を行った。固定点としては，HDOP

が小さく，かつマルチパスの影響が小さい滑走路上の場

所として図10に緑の X 印で示す点を選んだ。測位結果

を図12に示す。図中において赤の＋印が K-GPS による

基準位置，青の点が本システムよる測位結果となる。X

および Y 方向の２RMS 誤差は，それぞれ0.48m，0.99m

となった。このばらつきは受信機雑音やマルチパスの原

因となる樹木の風による揺らぎ等が原因でと考えられ

る。距離の２RMS 誤差は，1.10ｍとなった。本システ

ムは，最大１ｍ程度の精度で測位可能である。

（2）移動体の測位

　移動体に対する測位における空港内の位置による測位

精度の違いを区別するため，実験に使用したエリアを３

分割して解析した。エリア１は滑走路および誘導路，エ

リア２はエプロン，エリア３はスポットである。ターミ

ナルビルに近づくほど，マルチパスの影響が大きくなる

傾向にある。

図10　B 滑走路におけるエリア区分
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　図13に測位結果を示す。図において，青点が測位結果

である。また，緑の線が K-GPS による航跡である。図

からわかるように，測位点は K-GPS とスポットのエリ

ア３以外ではほぼ一致していることがわかる。エリア１

およびエリア２においては，距離の2RMS 誤差は5.58ｍ

および3.15ｍとなった。表３に K-GPS との比較結果を

示す。本結果は，EUROCAE のマルチラテレーション

システムの規定（２σで7.5m）［3］を満たす。

　一方，エリア３においては，２RMS 誤差が23.98m と

なり，測位精度が劣化していた。これは，スポット付近

では，大きな航空機にターゲット車両が隠れてしまい，

直接波が得られないためと考えられる。一方，エリア３

においても障害物がなく主局のアンテナが直接波を受信

できる主局（図13中赤のΔ印）が見通せる場所における

航跡は，精度よく測位できている。従って，直接波が見

通しよく得られる位置にアンテナを設置すればエリア３

においても精度よく測位できると考えられる。

　図13における測位結果に，例として赤丸の位置に目標

があり主局で受信する場合，マルチパスの遅延時間に対

応した楕円を示す。これは，目標位置と主局を焦点とし

て遅延時間を設定して描いたものである。後述するマル

チパス誤差シミュレーションより，DAC において比較

的マルチパス誤差の大きい範囲は遅延時間が２ns から

40ns に限定されることから，図13においてこの２種類

の楕円の間にある障害物の影響が大きく，それ以外の部

分にある反射物の影響は軽減される。目標が図13の赤丸

図11　モード S 測位実験の HDOP

図12　固定点の測位結果

Y
 

図13　モード S 測位実験結果と水平面のマルチパス遅延時間の例
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の位置にある場合，スポットに駐機している航空機は

40ns の楕円に入るが，主局方向への反射波が少なかっ

たので大きな誤差は見られない。ターミナルビル等の近

くの構造物は40ns の楕円の外になるので影響は少ない

が，目標がさらにスポット側に近づいた場合影響は避け

られない。図13のスポット付近で誤差が大きい原因は，

目標と受信局との間に駐機中の航空機で直接波が遮蔽さ

れたことにターミナルビル等の反射波が加わり，M/D

比（Multipath to Direct signal level ratio）が特に悪く

なったと考えられる。このような場所では，空港面監視

の要求精度を満たすのは DAC でも困難である。

　垂直面におけるマルチパスの原因としては最も大きい

地面反射について，距離100m，目標のアンテナ高８m，

受信アンテナ高20m の例を図14に描いた。この場合は

地面反射による遅延は２ns から40ns の範囲に入り，影

響が避けられないことが分かる。２ns に収まるように

受信アンテナ高を下げればマルチパス誤差は減少する

が，遮蔽やロービングによる信号レベルの低下の問題が

ある。

　図15にトランスポンダの送信信号を示す。同図では，

I-CH，Q-CH，それらを合成した振幅の絶対値を示して

いる。位相が時間とともに一様に回転しているのが分か

るが，これは送信周波数が1090MHz から400kHz 程度ず

れていることによる。図16に本実験中に受信した信号の

例を示す。図16では，空港面上ではマルチパスにより遅

延した波形が複数重なり，振幅と位相共に乱れている。

しかし，最初のパルスの立ち上がり部分は乱れが少ない

ので，DAC による時間検出が有効であることが分かる。

　従来，航空機は空港面上では不必要な信号は干渉の原

因となるのでできるだけ送信しないようにしていたが，

マルチラテレーションを使用する空港においてはモード

図14　地面反射のマルチパス遅延時間の例

表３　K-GPS との比較結果

Errors(2RMS) 
(%) x y r 

480 480 100.0 0.48m 0.99m 1.10m 
 2527 2515  99.5  4.79m   2.86m  5.58m 

6160 6144  99.7   2.81m  1.43m  3.15m 
 492 490  99.5 11.12m 21.25m 23.98m 

図15　送信波形

図16　空港内受信波形の例
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S スキッタを送信することにするなど，その規定は変

わってきている。従って，DAC は ACAS でもモード S

でも同様に利用できるが，モード S を利用するのが現

実的である。

５．空港内伝播シミュレーション

　マルチパス発生状況を把握するため，仙台空港の B

滑走路における実験と同様な環境で電波伝搬のシミュ

レーションを行った。シミュレーションプログラムとし

ては，既存の物理光学的な手法に回折計算機能を組み合

わせたパッケージプログラムを使用した。このプログラ

ムの入力データとして，仙台空港の地図と写真を基に，

障害物等環境データを作成した。図17は仙台空港を東側

上空から見た図で，誘導路上の目標の移動を想定した複

数個所の送信点から B 滑走路北側の従局２の受信点へ

の直接波（赤線）と地面や建物による反射波（青線）の

経路を示す。

　図18に誘導路上の送信点の位置を変化させた場合の受

信点において受信される遅延プロファイルに相当する信

号の状態を示す（赤 : 直接波，青：１回反射波または１

回回折波，緑：２回反射波または１回回折波＋１回反射

波，黒：それ以外）。同図の横軸は伝播遅延時間を示し，

上向きの線分の長さは信号強度を示す。またターゲット

の移動に従い奥行き方向にずらしながら重ねて表示し

た。赤で示す直接波は，直後に到達する青の地面反射波

が重なっているが，さらに遅れて建物等によるマルチパ

ス波があることが分かる。しかし，このシミュレーショ

ンでは反射面を平面に近似するなど単純化しているた

め，遅延プロファイルも単純なものとなり，図16のよう

な現実の受信波形を再現するのは困難であると考えられ

る。

　空港面上との比較のため，飛行中の航空機からの信号

を受信した場合に相当するシミュレーションも行った。

図19に送信点が空港外の遠方で仰角０～60度にある場合

を模擬した計算結果を示す。仰角の高い方向の目標では，

地面反射以外のマルチパスは空港面上と比較して少ない

ことが分かる。

６．マルチパス誤差シミュレーション

　ACAS 質問送信機の送信出力端子からケーブルで接続

し，RF 送信信号波形データをディジタルオシロスコー

プにより記録し，この波形データを基にして数値計算シ

ミュレーションによりマルチパス誤差特性を算出した。

マルチパスの状態を示すパラメータとしては M/D，直

接波に対するマルチパス波の遅延時間と搬送波の位相差

 

 

 

 

図17　地面と建物による反射状況

図18　遅延プロファイル（誘導路上）

0
60

0
60

図19　遅延プロファイル（遠方，仰角０～60度）
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がある。

6.1　半振幅点法

　まず比較のため，従来からパルスの到着時間検出で一

般に使われている半振幅点法のマルチパス誤差のシミュ

レーションについて述べる。半振幅点法は図20に示すよ

うにパルスのピークから６dB 低いレベルの立ち上がり

のタイミングで時間検出するため，比較的ノイズに強い

利点がある。しかし，マルチパスがある場合は同図に破

線で示すように，時間検出に使用する立ち上がり部分に

かからないほど遅れたマルチパスでも影響を受ける。

　M/D＝0.5，すなわち希望波の1/2のマルチパス波が混

入した場合のマルチパス誤差特性を図21に示す。この横

軸は直接波に対するマルチパス波の遅延時間であり，直

接波に対するマルチパス波の搬送波の位相差を０からπ

まで５段階に変えた状態を示している。縦軸はそれに対

応する時間検出誤差で，１ns は0.3m の距離誤差に相当

する。シミュレーション結果でも，遅延時間が大きくなっ

てもマルチパスの影響が小さくならないことが分かる。

　M/D が１以上のシミュレーション結果は付録２に示

すとおりである。半振幅点法では直接波よりマルチパス

のレベルが大きくなると，マルチパスのタイミングで時

間検出する場合があり大きな誤差を生ずる。

6.2　相関法

同様にして図22に相関法における M/D＝0.5のマルチパ

ス誤差特性を示す。ここでは遅延のあるマルチパスの影

響をできるだけ軽減するため，基準波形と受信波形の相

関を計算する範囲を，位相反転時間の部分のみに狭めて

シミュレーションを行った。この場合，遅延時間がほぼ

40ns 以上のマルチパスの影響を除くことができること

を示している。

6.3　DAC 法

　DAC 法における M/D＝0.5のマルチパス誤差特性を図

23に示す。ここでは DAC 処理の遅延時間は20ns，減衰

量は0.5としている。図23において比較的マルチパス誤

差の大きい範囲はほぼ２ns から40ns に限定され，パル

ス立ち上がり初期の部分を利用する DAC のマルチパス

図21　マルチパス誤差（半振幅点法，M/D ＝0.5）

図20　半振幅点法におけるマルチパスの影響

図23　マルチパス誤差（DAC 法，M/D ＝0.5）

図22　マルチパス誤差（相関法，M/D ＝0.5）
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の影響を軽減する効果を示している。

　DAC 法のシミュレーションの結果，遅延時間が40ns

より小さいマルチパスでは誤差が残るが，遅延時間が小

さいと図３に示す時間検出点にマルチパスが重畳するた

めである。パルスの立ち上がり時間が100ns 程度ある波

形で遅延時間が40ns より小さいマルチパスが重畳して

も，合成された波形のひずみが小さく，正常な波形との

違いも少なくなるため，次に述べる最小２乗マッチング

法などである程度改善できるが，どのような方法でも理

論的に限界がある。付録２で示すように M/D＝１で，

逆位相で遅延時間が小さい場合は信号がほとんどキャン

セルされてしまい，どのような方法でも信号の検出自体

困難である。

6.4　最小２乗マッチング法

　DAC はマルチパス低減効果の高い方式であるが，更

にマルチパス誤差を低減するため時間検出方法を検討し

た。DAC の動作を図３と別の見方をすると，図24のよ

うに示すことができる。これは電圧軸を対数で示してい

るが，直線的な立ち上がり部分は対数圧縮された波形と

なる。減衰 A は電圧方向のシフトとなり，遅延τは時

間方向のシフトとなる。（精度の良い log アンプを使用

すれば，DAC もこれと同様に実現できダイナミックレ

ンジも広く取れる。）これらのシフトを行った波形の交

点は，図24に示す元の波形の２点である。これは傾きが

A/τの３角形の斜辺の２個の頂点が波形と一致する部

分である。従って，この斜辺が波形とマッチングする部

分で時間検出するとみなせる。

　DAC はパルスの立ち上がりの２点のサンプルが所定

の形になっていることを利用しているが，更に多数のサ

ンプルを利用するように拡張できる。多数の点になると

一般に完全にはマッチングしなくなるので，立ち上がり

部分の基準波形と受信波形の２乗残差が最小になるよう

に振幅を調整しながら，基準波形をずらしてマッチング

を行いこの残差が最小となる点を時間検出点とする。こ

の２乗残差では電圧軸は log ではなく直線軸で考える。

以下最小２乗マッチング法と呼ぶ。基準波形として立ち

上がりより前の無信号部分も含めることにより，特徴の

合った波形とマッチングが取れるので，ノイズなどによ

る誤動作も少なくできる。

　図25の結果はこのシミュレーション結果の例である。

この結果においては，比較的マルチパス誤差の大きい範

囲はほぼ10ns までの範囲に限定され，DAC 法よりも改

善できる可能性を示している。

6.5　M/D とマルチパス誤差

　上記の時間検出方式において，M/D を付録２のよう

に変えてマルチパス最大誤差を計算した結果を図26に示

す。ただし半振幅点法では M/D が大きいと遅延時間が

大きくてもマルチパス波を検出し誤差と呼ぶのは不適当

なため示していない。これらの結果を比較すると，相関

法に比べ DAC 法と最小２乗マッチング法ではマルチパ

ス誤差が半分以下に軽減され，マルチパスが重畳する可

能性の低い波形初期の部分で時間検出するマルチパス軽

減効果は明らかである。また，このシミュレーションは

ACAS 質問信号波形で行ったが，パルスの立ち上がり時

間の規定は同じであるため，モード S 応答信号におい

ても DAC の効果は同様である。

　最小２乗マッチング法はこれらの中で誤差は最も小さ

くなったが，DAC はアナログ回路でも簡単に実現でき

る単純な処理方法であるのに比較して、最小２乗マッチ

ング法は複雑な演算が必要となることを考慮すると，現

在のところ DAC 法が実用的といえる。しかし，ディジ

タル処理技術がムーアの法則（２年で約２倍）に従って

向上してゆくとすれば，将来最小２乗マッチング法等の

図24　対数軸における DAC の動作 図25　マルチパス誤差（最小２乗マッチング法，M/D ＝0.5）
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複雑な処理方法も実用になる可能性がある。

　マルチパス波が直接波と比較して十分小さいときはマ

ルチパスの強度と誤差の関係は線形とみなせるので，複

数のマルチパスがある場合であっても誤差は複数のマル

チパス誤差の合成と近似できる。しかし，マルチパスが

大きくなるにつれて動作は非線形となり，単一のマルチ

パスでも強度と誤差の比例関係は成り立たないため，複

数のマルチパスがある場合はその条件に応じた計算が必

要となる。

７．マルチパススケールモデル実験

　4.2.3（2）の移動体の測位において，特に誤差が大きかっ

たのはスポットにおいて駐機している航空機の遮蔽によ

る影響によるものであった。このような伝播状態は遅延

プロファイルによって表すことができる。フィールド実

験で航空機の遮蔽などの状態の遅延プロファイルを測定

することは困難であるが，電波無響室でスケールモデル

を使用して，位相振幅の伝搬特性を広帯域で測定できれ

ば遅延プロファイルを求めることも可能となる。三菱電

機および電気通信大学との共同研究により，当研究所の

電波無響室においてスケールモデル実験を行った。図27

に示すように送信点と受信点の間に航空機のスケールモ

デルを置き，送信点の位置を直線的に変えながら測定器

（ネットワークアナライザ）で周波数毎の信号レベルと

位相データを収集した。

　この周波数領域のデータを逆フーリエ変換により時間

領域に変換して，図28に示す遅延プロファイルが得られ

た。横軸がアンテナの移動，縦軸が距離（遅延時間），

色で各点の強度を示している。約8.12ｍのところに直接

波による強い信号があり，その後に複数のマルチパスに

よる遅延波が見られる。横軸の０から100ヒットは，尾

翼による遮蔽のため直接波が弱まっていることがわか

る。スケールモデル実験は今後もフィールド実験が困難

な場合に有効な評価手段となる。

８．まとめ

　空港面における高精度な受動測位を目指して，マルチ

パス誤差の低減について実験とシミュレーションで検討

した。空港面においては反射物が多く，また受動測位に

おいては広範囲の信号が同時に入るブロードなパターン

の固定アンテナを使用するため周辺のマルチパスの影響

を受けやすい。

　測位実験では，マルチパスの影響を比較的受けにくい

と考えられる相関法と DAC 法を検討した。また空港面

受動測位では高精度な同期が不可欠である。仙台空港で

行った ACAS 測位実験では，同期信号パルスの伝送に

図26　マルチパス誤差の比較

図27　スケールモデルによる航空機の影響の測定

図28　スケールモデルによる遅延プロファイル
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光ファイバを使用したが，受信信号の時間検出処理を各

受信局で行う構成であった。測位実験の結果はシミュ

レーションと同様に，DAC 法による誤差は相関法と比

べ約半分以下になった。

　実験システムを改良して，受信信号を光ファイバ信号

伝送技術を用いて１か所に集めてから行う受動型監視シ

ステム（OCTPASS）の実験システムを開発した。モー

ド S トランスポンダ測位では DAC 法を使用することに

より，滑走路や誘導路ではスムージングフィルタをかけ

ていない状態で，空港面監視に要求されている7.5m（２

RMS）で測位できることが実証できた。

　仙台空港面実験の電波伝搬状況の把握のため，既存の

プログラムを使用した計算も行った。反射面を単純な平

面に近似するため，遅延プロファイルも実際より単純化

されたものになることを考慮する必要がある。

　従来からパルスの到着時間検出に使用されている半振

幅点法，モード S 信号を利用した受動測位に遅れて重

畳するマルチパスの影響を低減するため新たに試みた相

関法，DAC 法，さらにマルチパス誤差低減を目指して

DAC 法を拡張した最小２乗マッチング法のマルチパス

誤差特性のシミュレーションを行った。この結果，半振

幅点法では遅延時間の大きいマルチパスも影響が残る

が，相関法，DAC 法，最小２乗マッチング法では，マ

ルチパスの遅延時間が約40ns を超える障害物による誤

差を低減でき，空港面において影響する障害物を限定で

きる。DAC 法と最小２乗マッチング法がマルチパス誤

差を，相関法の1/2以下に低減できる効果があることが

わかった。相関法と比較して，マルチパスが重畳する可

能性の低い波形初期の部分で時間検出する DAC 法と最

小２乗マッチング法のマルチパス軽減効果は明らかであ

る。しかし，地面反射の影響は遅延時間が小さいため避

けられない。最小２乗マッチング法はこれらの中で誤差

は最も小さくなったが，処理が DAC と比較して桁違い

に複雑になることを考慮すると，現在のところ DAC 法

が実用的といえる。

　シミュレーションにより，M/D が１を超えると誤差

も急激に大きくなることも明らかとなった。受信局の設

置においては M/D を1以下に下げるように考慮する必

要がある。

　モード S トランスポンダ測位実験で特に誤差が大き

かったスポットに駐機している航空機の遮蔽による影響

を調べるため，共同研究によりスケールモデル実験を

行った。この結果，フィールド実験では測定が困難な遅

延プロファイルが得られた。
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付録１　高周波信号のディジタル IQ 検波法

　現在のディジタル多値変調では IQ 検波は不可欠な技

術であり，利用範囲はディジタル通信に広く及ぶ。デー

タ処理のため，ディジタル化した高周波信号の IQ 検波

法を考案した［13］。

　入力信号の振幅を A，角速度をω，初期位相をθ，の

cos 波とすると，式（1）のようになる。

　s t A t( ) cos( )= ⋅ +ω θ  （1）　

　この信号を情報は絶対値を A，偏角をθ，とする複素

数で表すように変換する。

　こ れ は 実 部 と 虚 部 が そ れ ぞ れ I（In phase），Q

（Quadrature phase）信号に相当する。Radar 等では

IQ と呼ぶことが多い。

　サンプリング間隔 T で離散化する。

　s iT A iT( ) cos( )= ⋅ +ω θ  （2）́　

　この場合はエイリアシング現象を除くため，サンプリ

ングの前にバンドパスフィルタが必要となる。元の信号

にミクサーでローカル信号を乗算して同期検波をするの

と同様の処理を行うとする式（2）のようになる。

　

s iT A iT e

A e e e
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j iT j iT
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 （2）　

　第１項は求めようとする複素信号であり，第２項は不

要な搬送波の２倍周波数成分である。一般性を考慮し n

サンプルで平滑化するとしてその前後のサンプルを適切

な係数で加えて第２項を０とするディジタルノッチフィ

ルタを設計する。フィルタ出力を V とする。
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　係数 a の設定により，帯域特性はこの係数を窓関数と

するフーリエ変換として調整できるが，単純に a1 から

an を１とし，a0 ＝ an+1 とすると a0 は式（4）のようにな

る。
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　a0 が負になるようなパラメータは信号レベルが低下

し S/N が劣化するので選ぶべきではない。 0＜a0 ＜１

となるように n を選ぶ。

　特に n ＝１で平滑を最小にした場合式（5）のように

なる。
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 （5）　

　サンプリング間隔 T を信号周期（２π/ω）の1/4に取

ると２ωiT＝πi となり，式（4）でｎが偶数のときΣの

項が０となるので，a0＝０にでき，ｎが奇数でも a0＝

1/2なのでディジタル処理においてビットシフトで実現

できるので有利である。この場合ｎが奇数の場合は，n

＋１の場合と２の場合のフィルタを２段にしたのと等価

になるため，ノッチの幅が広くなり不要信号除去性能が

高くなる。

　さらにサンプリングスコープと同様に正の整数 m

（０，１，２，…）で式（6）のようにサンプリング間隔

を開けて低いサンプルレートにしても S/N は下がるが

同様の結果となる。

　T m= +π
ω

π
ω2

 （6）　

　また，この条件の時，式（1）で掛けている exp（－

jωt）の値も実部，虚部が－１，０，１となり以上の処理

全体で乗算器が不要となるので処理回路が簡単になる。

　図１に５GHz サンプルで収集した ACAS P2と P6の最

初の1030MHz の RF 信号波形の例を示す。図２に変換

した例を示す。この例では汎用の測定機のためサンプリ

ングは搬送波の４倍とはなっていないので式（4）の一

般的な方法で処理した。時間軸で2.8μs 付近に同期位相

反転が現れている。

　処理を実現する場合，複素数演算機能がないソフトウ

エアでは実部と虚部を分けて計算する。

　式（1）から（3）より



36 電子研報告 No.121 2009

　

V a S iT iT

V a S iT iT

R i
i

n

I i
i

n

=

= −

=

+

=

+

∑

∑

( ) cos( )

( )sin( )

ω

ω

0

1

0

1  （7）　

の演算で実部と虚部の出力電圧が得られる。ここで ai

は固定値で前もって計算しておける。a0 は式（4）で計

算でき，a1 から an は１で，a0＝an＋１である。同様の演

算を入力信号のサンプルについてずらしながら行うこと

により出力の時系列サンプルが得られる。

　サンプリング間隔 T が信号周期（２π/ω）の1/4の場

合，式（7）の cos，sin の値は１，０，－１をとるので

演算が単純になる。

　T の値として避けるべき値は

　T m= +π
ω

π
ω

 （8）　

である。この場合 a0＝－ n/2となるため式（3）で V ＝

０となり出力が得られないので使用できない。また，T

が式（8）に近い場合も n を大きくとる必要があり実用

的でない。

付録２　M/D ＝１以上のマルチパス誤差特性

　M/D が１を超える状況は空港面上では起こりうる。

これは例えば，直接波が地面反射によるロービングや他

の物体による遮蔽により弱められた状況において高い建

物などからの強い反射波が受信されるような場合であ

る。以下に各時間検出方式におけるマルチパス誤差特性

を示す。

付図１　ACAS RF 信号波形

付図２　ACAS I/Q 検波信号波形 付図３　マルチパス誤差（半振幅点法，M/D ＝１）

付図４　マルチパス誤差（半振幅点法，M/D ＝1.5）
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付図５　マルチパス誤差（半振幅点法，M/D ＝２）

付図６　マルチパス誤差（相関法，M/D ＝１）

付図７　マルチパス誤差（相関法，M/D ＝1.5）

付図８　マルチパス誤差（相関法，M/D ＝２）

付図９　マルチパス誤差（DAC 法，M/D ＝１）

付図10　マルチパス誤差（DAC 法，M/D ＝1.5）
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付図11　マルチパス誤差（DAC 法，M/D ＝２）

付図12　マルチパス誤差

（最小２乗マッチング法，M/D ＝１）

付図13　マルチパス誤差

（最小２乗マッチング法，M/D ＝1.5）

付図14　マルチパス誤差

（最小２乗マッチング法，M/D ＝２）


