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一つの衛星を使ったドプラ型測位の精度向上について

奥田邦晴*1・本村紘治郎*2・讃田悦之本 3

An Improvement of Accuracy 
by Doppler Type Positioning 

Used a Single Satellite 

Kuniharu OKUDA * 1. Kojiro MOTOMURA * 2 

and Etsuyuki HAMADA場 3

Abstract 

The methocl to obtain the position of the m巴asurementpoint by a single satellite applies to the clistress 

rescue ancl the oceanic observation. 

The pr巴sentstucly analyzed the improvement of the positioning accuracy by the improv巴mentof this posi-

tioning methocl. The analysis was carried out by m巴呂nsof the numerical simulation. The positioning calculation 

was carriecl out using the data of intervals of one minute when a satellit巴 approachedthe measurement point. 

As a result. when the angle of el巴vationof the satellite was 80 d巴greesor less. the positioning error b巴came

about 0.2nm (nautical mile) in the latituclinal dir巴ctionancl about 0.5nm in the longitudinal clir巴ction.This is a 

remarkable improvement on the accuracy of the usual posilioning methocl. 

1. まえがき

一つの衛援を使って移動体の位置を求める方法は 2

通りある。一つは衛星が発した電波を移動体が受信して

測佼計算を行う方法で，米国の海軍航行衛星システム

(Navy Navigation Satellite System.以後 NNSSという)

の方式である。もう一つは移動体が発した電波を衛星が

受信し，このデータを使って地上局で測位計算を行う方

法で，これには遭難船の位置を知らせる非常用位置指示

無線擦識 (EmergencyPosition Indicating Radio Beacon. 

以後 EPIRBという)や，気象衛農 NOAAによるデータ
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収集.i.耳目位システムの ARGOSがある。

航行中の船舶のように移動体自身が位置を知りたい場

合には前者の NNSS方式がよいが，遭難船のように位援

を自動的に他者に直接知らせたい場合には後者が適切で

ある。いずれも電波のドプラー効果を利用して測位計算

を行うが， illJJi立精度は NNSSのガがはるかによい。

また，後者の方法による移動体の位穫を求めるには，

発信器さえ正常に作動すれば，移動体の側で入手を必婆

とし紋いので， ARGOSは水産や海洋の分野の調査研究

に利用されている。小型発信器をウミガメ，イルカ，ク

ジラ等の海洋回遊生物や海流調査プイに取付け，送信さ

れる電波を衛星で受信し，陸上局で測位計算を行うこと

により，海洋生物の回遊経路の務変や海潮流の流向・流

速を現場に赴くことなく陸上でま日ることができる。

移動体から電波が送信される場合の測位精度向上のた

め，著者らは前に一つの手法を提案した九しかし，こ

の提案の中での解析では，連続して電波が送信されるも

のとして検討したので，実際の EPIRBや ARGOSのよう

に，電波がある時間間隔の周期で，断続的に送信される

場合については検討していない。本研究では，さらに現

実的な面からの検討を加えるため，移動体から電波が断

続的に送信される場合を想定してシミュレーションを行

った。その結果，絶え間なく電波を送信する場合とほぼ

同程度の測佼精度が得られることがわかった。
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2. 測位計算とシミュレーションの方法

1) NNSSの測位原理と本研究への応問

電波のドプラ効果を使って測位を行う計算方法は，

NNSS航法として海事関係者の間で広く知られている。

本研究の測佼計算にも NNSSのアルコeリズムを用いたの

で NNSSの測位原理について概略的に述べる。

函一 1はトlNSS測位の概念阪である。 NNSS衛星から

送信される電波には， 2分ごとの時間信号と時間信号が

出されたときの衛星の位援を計算できるようなデータが

含まれている。凶-1に示された衛星の位震 (to，t]，ら t3)

の時間関縞は 2分間で，それぞれの位登で衛星から送信

された電波の受信局波数を測定すれば， ドプラ効果によ

る周波数の変化 (Jt) を2分隠隔で知ることができる。

そこで，送信霞波の潤波数(Jt) を使って，各徐I震の位

置と電波受信点との距離の差 (AD)を次式で求めること

ができる。

AD口 C/ft・Af )
 

1
i
 

(
 

• • • • 
・・

ここで，

C:電波の速度 (3x 10-8m/sec) 

いま，to， t]における衛星の位践と受信点どのそれぞれ

)!f.州ss衛星

to，t， ，b，ta 衛星の通過点

00，0， ，02，0，:衛星と受信点の距離

図-1 NNSS澱位の概念密
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の距離の差を AD。とすると ， ADoは一定であるから，

toと t]を焦点、とする回転双防面が 2面得られる。そし

て，その内のどちらか 1預が受信点、の位置の閣となる。

同様にして，むとらを焦¥}2，、とする回転双曲面を次に得る。

これらの閤転双曲面は地球表面で 2本の双必線となるか

ら，その交点は受信点、の位置となる。以上が NNSSの測

位原理である。

EPIRBや ARGOSて、は，トlNSSどは逆にプイから送信

された電波を衛震が受信し，そのドプラ効果によりプイ

の位置を求めるから，測位原理そのものは NNSSと変わ

らない。

トlNSSの場合，測位計算の初期値に受信点の推測位壁

が必要である。この初期位置を受信機に予め入力してお

き，この位霞を更新する計算手法によって最も確からし

い位置を求める。しかし， EPIRBや ARGOSのように移

動体が篭波を送信する場合には，初期位置の入力は困難

なので，初期位置を使わずに衛星が移動体に綾接近した

符刻，すなわち送信周波数と受信照波数が等しくなった

ときの綴獲の位置とドプラ鈎線とから移動体の位置を求

める。この場合の測佼精度は送信電波の周波数の安定度

に依存するので， NNSS測位よりも佼霞の精度は劣る。

電波を送信する移動体の位澄の精度を高めるため，著

者らが前に提案した1)のは， EPIRBや ARGOSの測位計

算と NNSSの測位計算を合わせて行う方法である。すな

わち，衛星.の綾接近時亥胸、ら求めた移動体の位援を初期

位置として， NNSSのアルゴリズムで再度測位計算を行

えば，移動体の位置の精度が高められることを確かめた。

そこで本研究では，この手法を使って前の研究1)とは

異なった条件下でドプラデータが受信された場合の測位

精度の検討を行った。

2) ドプラデータ

NNSSの測位計算によって求める解は，真位置と機械

位澄との差，すなわち緯度羨および経度差と，送信周波

数と受信機内部の基準周波数どの差である。これら 3つ

の未知数を求めるには，三三元連立一次方程式を作成して

解けばよいから， ドプラデータは少なくとも 3偲必嬰で

ある。

電波が送信側から絶えず送信されていれば，多くのド

プラデータが得られるが，腐期的に断続して送信される

場合には， ドプラデータの数は限られる。例えば，衛星

が高度約1000kmで極軌道を局関する場合，中緯度では

衛星が水平線から出て水平線下に没するまで15-16分か

かるから分の照期で0.5秒間送信するシステムでは，

最大15-16個のデータしか受信できない。

受信した電波のドプラ泊線を図ー2に示す。図-2(a)

は連続して電波を受信でさた場合，また，図-2(b)は断

続的に電波を受信した場合である。

次にドプラデータの誤差について述べる。設u位精度に
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以上のことから，電波屈折と送信照波数の変化に起悶

する誤差を小さくするには，衛獲が最も測位点側に近づ

く時機(最大仰角付近)のドプラデータを測位計算に使

用すればよいことになる。

3) シミュレーションの方法

前項で述べたように，電波屈折による誤差をできるだ

け小さくするには，衛星のイrp角が最大となる付近のドプ
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(b) I署捜を断統的に受信した場合のドプラ曲線

図-2 ドプラ居波数の変化 ラデータを使用する必要がある。そのためには，シミュ

(a) 浴波を連続して受信した場合のドプラ UE線、 レーションを行うにあたり，衛援の軌道を決めておかな

ら)電波を断続的に受信した場合のドプラ曲線 ければならないが，現在，一つの衛裂を使って測位する

システムの衛星軌道データは NNSSとほぼ同じであるの

影響する要因のうち， ドプラデータに影響を与えるもの で， NNSSの軌道データを使用した。そして，衛援の設

は主として霞波屈折と送信周波数の変化である九 大仰角を100から10。おきに800までと850
の合わせて 9例

電波屈折は，電波が電子密度の高い南方を経由してき 設定し，最大仰角付近で得られるドプラデータを計算3)

たときに大きくなる。この現象は電波の伝搬経路長の増 で求めた。

加となってドプラデータに影響を与え 1). 2) 測位誤差が また，前の研究1)では，受信したドプラデータが連続

生ずる原因となる。この影響が小さいのは，衛星が測位 したものとして検討を行ったが，ここでは， EPIRBのシ

側に最も近づく付近で，測位側から衛星を見る仰角が綾 ステムとほぼ伺様に，電波の送信周期を 1分，送信時間

大になる付近である。 を0.5秒，送信周波数を400MHzと想定してシミュレー

また，発信器の性能による送信周波数の変化もドプラデ ションを行った。

ータに影響を与える。衛星から震波が送信される NNSS 送信周波数が変化する割合については， EPIRBの送信

の場合，経年変化のため照波数が変化していても， 15- 周波数の中期安定度の規格が1x 10-9
/分以内ωとされて

16分間に受信する電波の送信周波数は安定していて変動 いるので，この値を用いた。すなわち，受信隠始から1x

はない。しかし， EPIRBや ARGOSの場合，電波の送信 10-9
/分の割合でドリフト的に周波数が高くなったり低

時間が約0.5秒であっても，送信周波数はドリフト的に くなったりすることを想、定してドプラデータを求め，測

若干変化する。この送信周波数の変化は受信周波数にも 位計算を行った。なお，送信周波数が変化すると電波の

影響を与えるから， ドプラデータの精度は劣化し，プイ 波長も変化するがその値は小さいので，ここでは一定と

の位置誤差の原因となる。 した。

送信周波数が変化して影響を受けたドプラ曲線を図-3 次に，シミュレーションに使用するドプラ積算カウン

に示す。送信周波数が商い方あるいは低い方に変化する ト値 (Nk)，つまり受信電波の周波数の山の数を調べる

と，受信開始後の時間経過にともない， ドプラ曲線は周 方法を述べる。

波数が変化しないときの曲線から離れていく九すなわ 送信周波数が一定の場合， ドプラ積算カウント値は次

ち， ドプラデータの受信時間が長いほど測位誤差は大き 式訪で求められる。
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ドプラデ タ 8悩

Fi 7分 0.5秒間

盟 関 幽 臨 阪 図

d込
0.5秒 間

「711271

ドプラデ タ 3姐

~ 25~~秒間 1

盟 i ドプラデ タ

A 衛星の塾大仰向時

図-4 則位計算に用いたドブラデータ

Nkヰ (Dck十 t• fo・Lo)/Lo ……(2) 

ここで，

Dck: t時間ごとの誤U位点、と衛星の距離の変、化

t:ドプラカウントをする時間

fo:!受信機内の基準周波数と経年変化した送信周波

数との差

Lo:送信電波の波長

送信周波数が短時間に変化すると f。も当然変化する

から， (2)式の f。に送信周波数の変化した分を加減すれ

ばよい。したがって，送信周波数が変化したときのドプ

ラ積算カウント値 (Nk) は次に示す(3)式で求められる。

(3)式の士の符号は+の場合には送信周波数が低くなる

ことを，ーの場合には高くなることを意味する。

Nk= (Dck+t'(JO士1x 10-9/60・fl)・Lol/Lo……(3) 

そこで分周期で0.5秒間受信されるドプラデータ

をl個として 8個 6伺，および3僚のドプラデータ

について，衛星の各仰角ごとに(3)式を用いてドプラ積算

カウント値を求め， iJ!U位誤差を計算した。それぞれの受

信時隣は 7分0.5秒 5分0.5秒，および2分0.5秒であ

る。その場合の受信状況を図-4に示す。

ドプラデータの受信時間は，受信開始から終了までの

ほぼ中間点で衛星の仰角が最大となるようにとった。こ

れとともに，移動体の位霞の緯度による郷位誤差傾向を

調べるため，低緯度と中緯度に分けて検討した。

計算に用いた衛星の軌道データと周波数の誇元値を

表-1に表す。

3. 結果と考察

1) 低緯度における測位誤差

移動体の位置が低緯度のときの緯度を0
0
として，摂U位

Vol. 33 NO.3 

表-1 計算に用いた各要棄の諸元値

長半径 7459. 61km 

離心率 0.001941 

近地点通過時間 395. 7843min 
衛震の

軌道 昇交点経度 220.46860 

近地点引数 166.04640 

傾斜角 89.66850 

受信機の基準周波数 399. 968MHz 

電波の
経年変化した送信

周波数
周波数と受信機内

32.0KHz 
部の基準周波数と

の差(Jo)

誤差をシミュレーションにより求めた。その結果を図-5，

および図-6に示す。

図-5は衛星が南から北に移動する北上軌道の場合，

図-6はその逆の南下軌道の場合である。縦軸を緯度お

よび経度方向の誤差 (N，S， E， Wはそれぞれ北，荷，

東，酋を意味する)，横軸を測位仮初、ら見た衡患の最大

仰角とした。それぞれの函で，受信中に送信周波数が高

くなるときと低くなるとき，そしてドプラデータの受信

個数が 8個， 6 {滋，および 3偲の場合を示した。

これらの図で明らかなように，送信勝波数が高くなる

場合と低くなる場合とでは， iJ!U位誤差の大きさはほぼ同

様で，誤差の方向が変わるだけである。また， ドプラデ

ータ数が多くなると，すなわち測位時間が長くなるとiJ!U

佼誤差も増加した。この傾向は経度方向の誤差によく現

れている。

ドプラデータ数が 3{闘の場合の緯度方向の誤差は，北

上および南下軌道とも，どの最大仰角においても約0.2

海盟 (0.4km.1海里は1852m，以後，記号 nmを用い

る)以内におさまっている。経度方向については，イ'rp角

が10。あたりで約0.5nm(0. 9km )，その後，イ'rp角が高く

なるにつれて測位誤差は若手減少し， 600位から徐々に

増加して，800位で約0.5nmの誤差となった。この傾向

は， ;:jヒ上軌道，南下軌道とも同様である。また，絡援の

方向が東側と西側ではほぼ対称なiJ!U位誤差傾向となった。

2) 中緯度における測位誤差

移動体の位援の中緯度として，弓削R融合高等専門学校

に近い北緯340 (以後， 340 Nという)を選んだ。前項と

同様に， 340 Nにおいて求めた測位誤差を図-7，およ

び図-8に示す。

iJ!U位誤差の大きさは低緯度の場合とほぼ同じである。

しかし，中緯度では，徐I援を東に見るか商に見るかで若

干誤差の傾向が異なっている。すなわち，イrp角が800

を
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越えると，北上軌道では西側仰角よりも東側仰角の方が 響が大きく，榔位誤差が大きくなる1)ので，低仰角のと

測位誤差の増加の割合が大きくなり，南下軌道ではこの きのデータ数は 6個位が適当と考えられる。また， ドプ

逆であるo そして，この傾向は緯度が高くなるほど大き ラデータ数が少なくて不良データがある場合には，浪Jj位

計算における不良データの寄与率が高くなり浪Jj位誤差が

3) 考察 増加するおそれがあること，さらに，電波屈折や送信周

シミュレーションでは， ドプラデータが3個の場合が， 波数の変化以外の原因による波Jj位誤差2)が加わることに，

最もよい結果が得られた。しかし，衛裂の最大仰角が低 当然、，注意を払う必要がある。

仰角のときにドプラデータ数が少ないと，電波屈折の影 本研究で得られた澱位精度をまとめると，最大仰角付
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測位誤差 (W.S方向)

移動体の緯度が340

Nで. f1ij皇が荷下軌道における測位誤差

周波数が高くなる場合

図-8

近の 3{闘のドプラデ タを使用した場合，練度方向の誤 すればよいことになる。

差は，前の研究1)と伺様，衛星の仰角に関わらず約0.2 前の研究1)では， ドプラデータを連続して受信できる

nm以下であった。しかし，経度方向の誤差は仰角80
0 場合，送信周波数が変化しても測定待問が短ければ，緯

付近を境に傾向が兵なった。すなオJち，経度方向誤差は 度方向誤差は衛震の仰角の大きさに関わらず0.2nm以

衛星の最大仰角が800
以下のときO.5nm以下におさまっ 下，経度方向誤差は衛星の仰角800以下で0.5nm以下，

ているが， 800を越えると急、激に増大した。このことか 仰角が850位のときは 2nm (3.7km)程度であった。

ら，測位誤差の範潤を緯度方向では0.2nm程度，経度 以上述べたとおり，前の結果υと今回の結果とを比較

方向では衛星の仰角800以上と以下の場合に応じて設定 してみると，衛星の仰角80
0
以上のときの経度誤差を除
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けば，測位誤差の傾向は大差ない。したがって，実際の

EPIRBのように，断続的に電波を送信する場合に送信

周波数が変化しでも，著者らが提案した計算手法11は，

移動体のiJlU位精度向上に有効であることが確かめられた。

このように，移動体が電波を送信する場合の移動体の

佼置の精度向上については，小塩5)や柿原6)の研究があ

る。小複は EPIRBの高安定発信器を開発し， EPIRBの

測位精度を90%確率誤愛で2.7nm(5.0km)から0.6nm

(1.1km) に向上させた5)。また，柿原はディアァレン

シャルの手法を提案し， ARGOSの測位精度を95%確率

誤差で6.5nm(12.0km) から1.6nm (3.0km) に改善し

た6)。著者らの方法υではソフトのみで十分対応できる

ので，送信電波の周波数を安定させる装援やディアァレ

ンシャル補正のための基地局も必聖書なく， しかも上記 2

方法よりも測位精度が高い。

4. あとがき

衛星の最接近時(最大仰角の時)を利用して求めた移

動体の位置を初期値とし，その時刻付近で得られたドプ

ラデータを用いて， NNSSのアルゴリズムで測位計算を

行った。この方法によって、電波を送信する移動体の測

位精度について検討した。

本研究の結果を要約すると次のようになる。

(1) 断続的なドプラデータの場合， 3 -6飽のデータ

を用いると測位精度向上に有効である。

(2) 本手法による測位計算では， ドプラデータが連続

していても断続的であっても，測位精度向上にほぼ

同程度の効果がみられた。

(3) 緯度方向誤差は，衛星の仰角に関わらず，約0.2

nm (0.4km)以下であった。

(4) 経度方向誤差は衛星の仰角が800
以下のとき，約

0.5nm (0.9km)以下であったが，仰角が800
を超え

ると急激に大きくなった。

冒頭にも述べたように，本手法によるiJlUi立は，今後，

遭難救助用ブイの位置だけでなく，海洋観測用プイのよ

うな漂流移動体，さらにウミガメ，イルカ，クジラ，鳥

類のような回遊生物などの位讃や回遊経路を精度よく求

める場合に有効であると考える。

なお，今回はシミュレーションによる検証にとどまっ

たが，次の機会に実データを使って検討したいと考えて

いる。

最後に，データ整理を行うにあたり協力して頂いた弓

削商船高等専門学校卒業生の吉梅護君に感謝の意を表し

ます。
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