
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し、その受信時刻に基
づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめポインティング・マーカによる測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し
、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う
事を特徴とする位置検出方法。
【請求項２】
移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し、その受信時刻に基
づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめＰＨＳ基地局による測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定
された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴と
する位置検出方法。
【請求項３】
移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し、その受信時刻に基
づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ移動局から発信した電波の各測位基地局における電界強度の測定結果を用いて
当該移動局の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当
該測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法。
【請求項４】
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移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し、その受信時刻に基
づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ各測位基地局から発した電波の移動局における電界強度の測定結果を用いて当
該移動局の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該
測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法。
【請求項５】
移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し、その受信時刻に基
づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ移動局におけるＧＰＳによる測定結果を用いて当該移動局の位置を推定し、そ
の推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を
特徴とする位置検出方法。
【請求項６】
時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し、その受信時刻に基
づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめポインティング・マーカによる測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し
、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う
事を特徴とする位置検出方法。
【請求項７】
時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し、その受信時刻に基
づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめＰＨＳ基地局による測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定
された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴と
する位置検出方法。
【請求項８】
時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し、その受信時刻に基
づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ移動局から発信した電波の各測位基地局における電界強度の測定結果を用いて
当該移動局の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当
該測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法。
【請求項９】
時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し、その受信時刻に基
づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ各測位基地局から発した電波の移動局における電界強度の測定結果を用いて当
該移動局の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該
測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法。
【請求項１０】
時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し、その受信時刻に基
づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、
あらかじめ移動局におけるＧＰＳによる測定結果を用いて当該移動局の位置を推定し、そ
の推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を
特徴とする位置検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電波を用いて人間や、自動車などの移動体の位置を検出する方法に関し、特に
、それらの移動体の位置を高い精度で検出することが可能で、各種の位置情報提供サーヴ
イス、自動運転システムなどに用いる事ができる位置検出方法に係る。
【０００２】
【従来の技術】
移動局の位置を（ｘ，ｙ，ｈ）、測位基地局の位置を（ｘ i  ，ｙ i  ，ｈ i  ）とする。移動
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局で時刻ｔに発信した電波を各測位基地局で時刻ｔ I

に受信する。ただし、各測位基地局の時刻はあらかじめ同期されているが、移動局の時刻
は同期されているとは限らない。
【０００３】
ここで説明を簡単にするため、移動局の高さｈは既知であるとすると、この場合、移動局
の位置は、“数１”に示す連立方程式を解く事により求めることができる。“数１”にお
けるｃは電波の速度である。
【０００４】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
測位基地局の時刻ゆらぎ（ジッタ）が統計的に独立、かつ、同程度の大きさ（σ t  

2  ）な
らば、ｘ方向の誤差の分散σ x
2  とｙ方向の誤差の分散σ y  

2  の和は“数２”で与えられる。
【０００６】
【数２】
　
　
　
【０００７】
ここで、ΓはＰＤＯＰ（ Position Dilution of Precision）と呼ばれる指標であり、“数
３”で示すように定義される。
【０００８】
【数３】
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移動局と測位基地局との相対的な位置関係が図７（ａ）のような配置になっている場合は
、ＰＤＯＰが小さく、高い精度が得られるのに対し、図７（ｂ）のような配置になってい
る場合はＰＤＯＰが大きく、精度が劣化する。従って、測位基地局の選択が不適切である
と、時刻同期精度が良くても位置検出精度が劣化するという問題があった。
【０００９】
位置検出精度を上げるためには、なんらかの手段によって、ＰＤＯＰが小さくなるように
測位基地局の選択をする必要があるが、従来、これを効率的に行う有効な手段が存在しな
かった。本発明は、簡潔な手順によって、ＰＤＯＰが小さくなるように測位基地局の選択
をすることのできる方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、上述の課題は前記特許請求の範囲に記載した手段によって解決される。
すなわち、請求項１の発明は、

【００１１】
請求項２の発明は、

【００１２】
請求項３の発明は、

【００１３】
請求項４の発明は、

【００１４】
請求項５の発明は、

【００１５】
請求項６の発明は、

【００１６】
請求項７の発明は、
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移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地
局で受信し、その受信時刻に基づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において
、あらかじめポインティング・マーカによる測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定
し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行
う事を特徴とする位置検出方法である。

移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し
、その受信時刻に基づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじ
めＰＨＳ基地局による測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定された位
置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置
検出方法である。

移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し
、その受信時刻に基づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじ
め移動局から発信した電波の各測位基地局における電界強度の測定結果を用いて当該移動
局の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基
地局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法である。

移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し
、その受信時刻に基づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじ
め各測位基地局から発した電波の移動局における電界強度の測定結果を用いて当該移動局
の位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地
局の選択を行う事を特徴とする位置検出方法である。

移動局から発信する電波を、時刻同期した複数の測位基地局で受信し
、その受信時刻に基づいて当該移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじ
め移動局におけるＧＰＳによる測定結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定さ
れた位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴とす
る位置検出方法である。

時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し
、その受信時刻に基づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじめポ
インティング・マーカによる測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定さ
れた位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴とす
る位置検出方法である。

時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し
、その受信時刻に基づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじめＰ



【００１７】
請求項８の発明は、

【００１８】

【００１９】

【００２０】
【発明の実施の形態】
以下本発明の各種の実施の形態に関し、［実施例１］～［実施例１２］としてそれぞれ説
明する。
【００２１】
［実施例１］
図１は本発明の［実施例１］～［実施例４］について説明する図である。同図において、
数字符号１で示す黒三角印は移動局を、数字符号２で示し内部に英字を有する四角印は測
位基地局を、数字符号３で示す内部に数字を有する丸印はポインティング・マーカを表し
ている。
【００２２】
図が繁雑になることを避けるため、上記数字符号は、必ずしも全てのエレメントに付して
はいないが、表示形状が同じものは、同一の装置を表している。これは以降に説明する他
の図についても同様である。
【００２３】
図２は本発明のＰＤＯＰを最小にする測位基地局を選択するアルゴリズムの一例を示す図
であり、図中の「Ｓ－１～Ｓ－９」の表示は、処理のステップを表しており以下の説明文
中の同じ表記と対応する。
【００２４】
上記図１および図２を参照して に基づく実施例を説明する。測位対象となる領域内
には微弱な電波を発するポインティング・マーカ３と測位基地局２が設置されている。
【００２５】
移動局１は最も電界強度の大きい（すなわち近い）ポインティング・マーカ３（図１では
１０番）を検出し、複数の測位基地局２に対し、そのポインティング・マーカ３（ここで
はＤとする）のデータを乗せた電波を発信する。移動局１からの電波を受信した各測位基
地局２は、その電波を受信した時刻とポインティング・マーカ３のデータを、ネットワー
クを介して解析センタ４に転送する。
【００２６】
解析センタ４ではポインティング・マーカ３の位置に対して、どの測位基地局２の組み合
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ＨＳ基地局による測位の結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定された位置に
対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴とする位置検出
方法である。

時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し
、その受信時刻に基づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじめ移
動局から発信した電波の各測位基地局における電界強度の測定結果を用いて当該移動局の
位置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局
の選択を行う事を特徴とする位置検出方法である。

請求項９の発明は、時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信し
、その受信時刻に基づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじめ各
測位基地局から発した電波の移動局における電界強度の測定結果を用いて当該移動局の位
置を推定し、その推定された位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の
選択を行う事を特徴とする位置検出方法である。

請求項１０の発明は、時刻同期した複数の測位基地局から発信する電波を、移動局で受信
し、その受信時刻に基づいて移動局の位置を検出する位置検出方法において、あらかじめ
移動局におけるＧＰＳによる測定結果を用いて当該移動局の位置を推定し、その推定され
た位置に対するＰＤＯＰが最小になるように当該測位基地局の選択を行う事を特徴とする
位置検出方法である。

本発明



わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを計算し、そこで選択された測位基地局２（図１の場
合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位置を正確に計算する。
【００２７】
計算の要求が起きる度にＰＤＯＰを計算するのではなく、あらかじめポインティング・マ
ーカ３のＤに対応する測位基地局２のテーブルを作製しておき、それを検索するようにし
ても良い。
【００２８】
ここで、図２を参照して、ＰＤＯＰを最小にする測位基地局を選択するアルゴリズムにつ
いて、説明する。まず、Ｎ個の測位基地局をリストアップする（Ｓ－１）。次に、リスト
アップしたＮ個の測位基地局の中から３局を選び、甲、乙、丙とする（Ｓ－２）。
【００２９】
そして、ＰＤＯＰを計算する（Ｓ－３）。この値をＰＤＯＰ１とする。次に、先に、リス
トアップしたＮ個の測位基地局の中から別の３局を選び、丁、戊、己とする（Ｓ－４）。
そして、ＰＤＯＰを計算する（Ｓ－５）。この値をＰＤＯＰ２とする。
【００３０】
上記ＰＤＯＰ１とＰＤＯＰ２とを比較する（Ｓ－６）。そして、ＰＤＯＰ１のほうがＰＤ
ＯＰ２より小さければ、先に選択した測位基地局丁、戊、己をそれぞれ甲、乙、丙とする
（Ｓ－７）。若し、ＰＤＯＰ１とＰＤＯＰ２とを比較したときＰＤＯＰ１のほうがＰＤＯ
Ｐ２より大きければ、“（Ｓ－７）”による測位基地局の入れ替えは行わない。
【００３１】
このようにして、全組み合わせに対して比較を行い（Ｓ－８）、それが終了したら測位基
地局甲、乙、丙を出力する（Ｓ－９）。
【００３２】
［実施例２］
更に、 に基づく実施例について他の例を説明する。測位対象となる領域内には微弱
な電波を発するポインティング・マーカ３と測位基地局２が設置されている。移動局１は
受信可能な複数のポインティング・マーカ（図１では、例えば、７番、８番、１０番、１
１番）を検出し、複数の測位基地局２に対し各ポインティング・マーカ３のＩＤと受信電
界強度に関するデータを乗せた電波を発信する。
【００３３】
移動局１からの電波を受信した各測位基地局２は、その電波を受信した時刻とポインティ
ング・マーカ３のデータを、ネットワークを介して解析センタ４に転送する。解析センタ
４では各ポインティング・マーカ３の位置と受信電界強度に基づいておよその位置を推定
し、その推定された位置に対してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小に
なるかを求め、そこで選択された測位基地局２（図１の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動
局の位置を正確に計算する。
【００３４】
［実施例３］

に基づく実施例について説明する。測位対象となる領域内には微弱な電波を発する
ポインティング・マーカ３と測位基地局２が設置されている。移動局１は最も電界強度の
大きい（すなわち近い）ポインティング・マーカ３（図１では１０番）を検出し、その位
置データを受信する。
【００３５】
複数の測位基地局２からの電波を受信した移動局１は、ポインティング・マーカ３の位置
に対してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そこで選
択された測位基地局２（図１の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局１の位置を正確に計算
する。
【００３６】
［実施例４］

に基づく実施例について説明する。測位対象となる領域内には微弱な電波を発する
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ポインティング・マーカ３と測位基地局２が設置されている。移動局１は受信可能な複数
のポインティング・マーカ３（図１では、例えば、７番、８番、１０番、１１番）を検出
し、その位置データを受信し、電界強度を測定する。
【００３７】
そして、各ポインティング・マーカ３の位置データと受信電界強度に基づいて、およその
位置を推定する。次に、複数の測位基地局２からの電波を受信した移動局１は、推定され
た位置に対してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そ
こで選択された測位基地局２（図１の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局１の位置を正確
に計算する。
【００３８】
［実施例５］
次に図３を参照して に基づく実施例について説明する。図３において数字符号１、
２、４は図１の場合と同様であるが数字符号５で示す三角印はＰＨＳ基地局を表している
。測位対象となる領域内には図３のようにＰＨＳ基地局５と測位基地局２が設置されてい
る。
【００３９】
移動局１は受信可能な複数のＰＨＳ基地局５（図３では、例えば、３番、４番、５番、６
番）を検出し、複数の測位基地局に対し各ＰＨＳ基地局５のＩＤと受信電界強度に関する
データを乗せた電波を発信する。移動局１からの電波を受信した各測位基地局２は、その
電波を受信した時刻とＰＨＳ基地局５のデータを、ネットワークを介して解析センタ４に
転送する。
【００４０】
解析センタ４では、各ＰＨＳ基地局５の位置と受信電界強度に基づいて、およその位置を
推定し、その推定された位置に対してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最
小になるかを求め、そこで選択された測位基地局２（図３の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって
移動局の位置を正確に計算する。
【００４１】
［実施例６］

に基づく実施例について説明する。測位対象となる領域内には図３のようにＰＨＳ
基地局５と測位基地局２が設置されている。移動局１は受信可能な複数のＰＨＳ基地局５
（図３では、例えば、３番、４番、５番、６番）を検出し、その位置データを受信し、電
界強度を測定する。
【００４２】
そして、各ＰＨＳ基地局５の位置データと受信電界強度に基づいて、およその位置を推定
する。次に、複数の測位基地局２からの電波を受信した移動局１は、推定された位置に対
してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そこで選択さ
れた測位基地局２（図３の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局１の位置を正確に計算する
。
【００４３】
［実施例７］
図４を参照して、 に基づく実施例について説明する。測位対象となる領域内には図
４のように測位基地局２が設置されている。移動局１が発した電波は複数の測位基地局２
（図４では、例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）で受信される。移動局からの電波を受信した
各測位基地局２は、その電波を受信した時刻と電界強度のデータを、ネットワークを介し
て解析センタ４に転送する。
【００４４】
解析センタ４では、各測位基地局２の位置と受信電界強度に基づいておよその位置を推定
し、その推定された位置に対してどの測位基地局２の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小に
なるかを求め、そこで選択された測位基地局２（図４の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動
局の位置を正確に計算する。
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【００４５】
［実施例８］

に基づく実施例について説明する。測位対象となる領域内には図４のように測位基
地局が設置されている。移動局は、複数の測位基地局（図４では、例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ、Ｅ）から発した電波を受信し、電界強度を測定する。そして、各測位基地局の位置デ
ータと受信電界強度に基づいて、およその位置を推定する。
【００４６】
次に、推定された位置に対してどの測位基地局の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になる
かを求め、そこで選択された測位基地局（図４の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位
置を正確に計算する。
【００４７】
［実施例９］
図５を参照して、 に基づく実施例について説明する。移動局は、ＧＰＳの電波を受
信して、自己の位置を推定し、その推定位置のデータを乗せた電波を発信する（同図では
数字符号６で示す二重丸印でＧＰＳによって推定した位置を示している）。
【００４８】
移動局からの電波を受信した各測位基地局は、その電波を受信した時刻とＧＰＳによる推
定結果をネットワークを介して解析センタに転送する。解析センタではＧＰＳによる推定
結果に対してどの測位基地局の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そこで
選択された測位基地局（図５の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位置を正確に計算す
る。
【００４９】
［実施例１０］

に基づく実施例について説明する。移動局は、ＧＰＳの電波を受信して自己の位置
を推定する。さらに、複数の測位基地局からの電波を受信した移動局は、ＧＰＳによる推
定結果に対してどの測位基地局の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そこ
で選択された測位基地局（図５の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位置を正確に計算
する。
【００５０】
［実施例１１］
図５を参照して、 実施例について説明する。測位対象となる領域内に
は図６のように測位基地局が設置されている。移動局が発した電波は複数の測位基地局（
図６では、例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）で受信される。
【００５１】
移動局からの電波を受信した各測位基地局は、その電波を受信した時刻と電界強度のデー
タを、ネットワークを介して解析センタに転送する。解析センタは適当に（例えば、電界
強度の大きい順番に選ぶと、図６ではＡ、Ｂ、Ｃとなる）測位基地局を選択して移動局の
位置を推定する。
【００５２】
この結果に対して、どの測位基地局の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを計算し
、そこで選択された測位基地局（図６の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位置を正確
に計算する。最適な組み合わせがたまたま最初に選択した結果と一致していた場合は最初
の結果を用いる。
【００５３】
［実施例１２］また、 実施例について説明する。測位対象となる領域
内には、図４のように測位基地局が設置されている。移動局は、複数の測位基地局から発
した電波を受信し、適当に（例えば、電界強度の大きい順番に選ぶと、図６ではＡ、Ｂ、
Ｃ）測位基地局を選択して移動局の位置を推定する。
【００５４】
この結果に対してどの測位基地局の組み合わせの時にＰＤＯＰが最小になるかを求め、そ
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こで選択された測位基地局（図６の場合、Ｂ、Ｄ、Ｅ）によって移動局の位置を正確に計
算する。最適な組み合わせがたまたま最初に選択した結果と一致していた場合は最初の結
果を用いる。
【００５５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、あらかじめ適宜の方法で測定した結果を用いて、対象
とする移動局の位置を推定しておき、これと測位基地局の組み合わせから得られるＰＤＯ
Ｐとを比較した結果に基づいて、順次ＰＤＯＰが最小になるような測位基地局の組み合わ
せを選択するように構成している。これによって、常にエリア内の移動局の位置を高い精
度で求めることができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１～実施例４を説明するための図である。
【図２】ＰＤＯＰを最小にする測位基地局を選択するアルゴリズムの一例を示す図である
。
【図３】本発明の実施例５、実施例６を説明するための図である。
【図４】本発明の実施例７、実施例８を説明するための図である。
【図５】本発明の実施例９、実施例１０を説明するための図である。
【図６】本発明の実施例１１、実施例１２を説明するための図である。
【図７】移動局と測位基地局の位置関係を説明する図である。
【符号の説明】
１　　移動局
２　　測位基地局
３　　ポインティング・マーカ
４　　解析センタ
５　　ＰＨＳ基地局
６　　ＧＰＳによって推定した位置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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