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(57)【要約】

（修正有）

【課題】相対方位角計算方法と装置、ならびに相対位置
特定方法を提供する。
【解決手段】第一移動端末および第二移動端末の慣性セ
ンサーデータを取得し、第一移動端末が第二移動端末に
向けて第一信号を発信できること、第一移動端末が第二
移動端末に向けて第一信号を発信する時に、第一信号の
有する発信周波数を取得すること、第二移動端末が第一
移動端末から第一信号を受信する時に、第一信号の有す
る受信周波数を取得し、第一信号が第一移動端末から第
二移動端末に発信される過程で、ドップラー効果の影響
を受けること、ならびに慣性センサーデータ、発信周波
数、及び受信周波数により、第一移動端末と第二移動端
末間の相対方位角を計算することを含む。相対方位角計
算方法は、ドップラー効果を利用して、如何なる初期条
件も必要とすることなく、移動設備間の相対方位角を直
接計算することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを取得し、前記第一移動端末が前記
第二移動端末に向けて第一信号を発信できること、
前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて前記第一信号を発信する時に、前記第一
信号の有する発信周波数を取得すること、
前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第一信号を受信する時に、前記第一信号
の有する受信周波数を取得し、前記第一信号が前記第一移動端末から前記第二移動端末に
発信される過程で、ドップラー効果の影響を受けること、及び
前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により、前記第一移動
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端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算し、前記相対方位角は、前記第一移動端末
と前記第二移動端末のうちの一つの移動端末の機器の方向と、前記一つの移動端末からも
う一つの移動端末までの接続線方向の間の夾角であることを含む、ことを特徴とする相対
方位角を計算する方法。
【請求項２】
前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により、前記第一移動
端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算することが、
前記発信周波数と前記受信周波数間の大小関係によって前記ドップラー効果の類型を判
断すること、及び
前記ドップラー効果の類型に応じて、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び
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前記受信周波数により前記相対方位角を計算することを含む、ことを特徴とする請求項1
に記載の方法。
【請求項３】
前記ドップラー効果の類型に応じて、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び
前記受信周波数により前記相対方位角を計算することが、
前記慣性センサーデータにより前記第一移動端末の前記接続線方向上の第一速度成分と
、前記第二移動端末の前記接続線方向上の第二速度成分を計算すること、
前記ドップラー効果が、前記第一移動端末と前記第二移動端末の相互離間類型のドップ
ラー効果か、或いは前記第一移動端末と前記第二移動端末の相互接近類型のドップラー効
果かに応じて、前記第一速度成分と前記第二速度成分により、前記第一移動端末の前記第
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二移動端末に相対する第一相対方位角と、前記第二移動端末の前記第一移動端末に相対す
る第二相対方位角の間の第一関係を生成すること、
前記第一移動端末の第一機器の方向と前記第二移動端末の第二機器の方向により、前記
第一相対方位角と前記第二相対方位角の間の第二関係を生成すること、及び
前記第一関係と前記第二関係により前記第一相対方位角及び/或いは前記第二相対方位
角を求めることを含む、ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
【請求項４】
請求項1〜3のうちの任意の一項の相対方位角計算方法を用いて、前記第一移動端末と前
記第二移動端末間の当初相対方位角を計算すること、
前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対距離を計算すること、及び
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前記当初相対方位角と前記当初相対距離により前記第一移動端末と前記第二移動端末間
の当初相対位置関係を確定することを含む、ことを特徴とする移動端末の相対位置を特定
する方法。
【請求項５】
前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対距離の計算が、
前記第一移動端末が前記第一信号の発信を完了した発信完了時刻を取得すること、
前記第一移動端末が第二信号の受信を開始した受信開始時刻を取得し、前記第二信号は
前記第二移動端末が前記第一信号を受信した後、前記第一移動端末に向けて発信した信号
であること、
前記第二移動端末が前記第一信号を処理し、処理結果により前記第二信号を生成し発信

50

(3)

JP 2016‑156809 A 2016.9.1

する処理操作のタイムラグを取得すること、及び
少なくとも、前記発信完了時刻、前記受信開始時刻、前記処理操作タイムラグ、ならび
に前記第一信号と前記第二信号の伝播速度により、前記当初相対距離を計算することを含
む、ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
【請求項６】
前記第一移動端末が第二信号の受信を開始した受信開始時刻を取得することが、
前記第一移動端末が前記第二信号から解析した標識情報に、前記第一移動端末の標識情
報が含まれることに応じて、前記受信開始時刻を取得することを含む、ことを特徴とする
請求項5に記載の方法。
【請求項７】
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前記第一信号が、複数の発信周波数間の様々な変化により示される前記第一移動端末の
標識情報を含み、
前記第二信号が、複数の発信周波数間の様々な変化により示される前記第一移動端末の
標識情報と前記第二移動端末の標識情報を含む、ことを特徴とする請求項5に記載の方法
。
【請求項８】
前記当初相対位置関係の確定後、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを
再取得し、再取得した慣性センサーデータにより前記第一移動端末と前記第二移動端末間
の更新相対方位角を計算すること、
前記当初相対距離と再取得した慣性センサーデータにより前記第一移動端末と前記第二
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移動端末間の更新相対距離を計算すること、及び
前記更新相対方位角と前記更新相対距離により前記第一移動端末と前記第二移動端末間
の更新相対位置関係を推定することも含む、ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
【請求項９】
前記更新相対位置関係の推定後、前記更新相対位置関係の累計誤差を計算すること、
前記累計誤差が所定閾値以上か否かを判断すること、及び
前記累計誤差が前記所定閾値以上か否かに応じて、前記第一移動端末と前記第二移動端
末間の当初相対方位角と当初相対距離を再計算することをさらに含む、ことを特徴とする
請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
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第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータの取得に用い、前記第一移動端末が
前記第二移動端末に向けて第一信号を発信できる慣性データ取得ユニット、
前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて前記第一信号を発信する時、前記第一信
号が有する発信周波数を取得するために用いる発信周波数取得ユニット、
前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第一信号を受信する時、前記第一信号の
有する受信周波数を取得するために用い、前記第一信号が、前記第一移動端末から前記第
二移動端末への発信過程においてドップラー効果の影響を受ける受信周波数取得ユニット
、及び
前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により前記第一移動端
末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算するために用い、前記相対方位角が、前記第

40

一移動端末と前記第二移動端末のうちの一つの移動端末の機器の方向と、前記一つの移動
端末からもう一つの移動端末までの接続線の方向の間の夾角である方位角計算ユニットを
含む、ことを特徴とする相対方位角計算装置。
【請求項１１】
コンピュータに、請求項１〜９の何れか１項に記載の方法を実行させるためのプログラ
ム。
【請求項１２】
請求項１１に記載のプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、無線通信分野に関し、より具体的には、相対方位角の計算方法と装置、なら
びに相対位置特定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
二つの移動端末間の相対方位角とは、二つの移動端末のうちの一つの移動端末の機器の
方向と、前記移動端末からもう一つの移動端末までの接続線の方向との間の夾角を指す。
【０００３】
現在の方位角計算方法は、先ず、二つの移動端末の初期化座標を取得し、それらの慣性
センサーデータを取得する必要があり、これにより、相互に移動過程にある二つの移動端
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末の相対位置（座標）を推定し、最後に、例えば三角位置特定方法等の位置特定方法によ
り二つの移動端末間の相対方位角を確定する。
【０００４】
例えば、二つの移動端末間で無線信号を発信することにより、ネットワーク中のノード
を位置特定し追跡する。しかし、無線信号の発信と同じ時に、発信側移動端末と受信側移
動端末が移動過程にある可能性があり、このため、発信側移動端末と受信側移動端末間に
ドップラー効果を生じる可能性がある。ドップラー効果は発信する無線信号の、発信から
受信までの距離を長く或いは短く変える可能性があり、これにより無線信号の受信周波数
の正確さを不十分なものにしてしまう。さらに、発信側移動端末の無線信号で、例えば周
波数のコード化のような操作をした時、ドップラー効果により当該無線信号に、受信側移
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動端末での解読エラーを生じさせるおそれがある。
【０００５】
ドップラー効果の影響は様々な面に存在することから、従来技術は、いずれも自身のシ
ステムの必要により、ドップラー効果補正を行っていた。例えば、従来技術では、通常、
より正確に移動端末を位置特定できるように、ドップラー効果の原理を利用して、このよ
うな不正確な受信周波数の補正を行うことにより、必要とする相対方位角を取得していた
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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本発明の目的は、相対方位角の計算方法と装置、ならびに相対位置特定方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は一面において、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを取得し、
前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて第一信号を発信できること、前記第一移動
端末が前記第二移動端末に向けて前記第一信号を発信する時に、前記第一信号の有する発
信周波数を取得すること、前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第一信号を受信
する時に、前記第一信号の有する受信周波数を取得し、前記第一信号が前記第一移動端末
から前記第二移動端末に発信される過程で、ドップラー効果の影響を受けること、ならび
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に前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により、前記第一移動
端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算し、前記相対方位角は、前記第一移動端末
と前記第二移動端末のうちの一つの移動端末の機器の方向と、前記一つの移動端末からも
う一つの移動端末までの接続線方向の間の夾角であることを含む相対方位角計算方法を提
供した。
【０００８】
この他、本発明の他の面においては、本発明による相対方位角計算方法を用いて、前記
第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対方位角を計算すること、前記第一移動端末
と前記第二移動端末間の当初相対距離を計算すること、ならびに、前記当初相対方位角と
前記当初相対距離により前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対位置関係を確
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定することを含む移動端末の相対位置特定方法を提供した。
【０００９】
本発明のさらに他の面においては、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータ
の取得に用い、その中で、前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて第一信号を発信
できる慣性データ取得ユニット、前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて前記第一
信号を発信する時、前記第一信号が有する発信周波数を取得するために用いる発信周波数
取得ユニット、前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第一信号を受信する時、前
記第一信号の有する受信周波数を取得するために用い、前記第一信号が、前記第一移動端
末から前記第二移動端末への発信過程においてドップラー効果の影響を受ける受信周波数
取得ユニット、ならびに、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波
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数により前記第一移動端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算するために用い、前
記相対方位角が、前記第一移動端末と前記第二移動端末のうちの一つの移動端末の機器の
方向と、前記一つの移動端末からもう一つの移動端末までの接続線の方向の間の夾角であ
ることを含む相対方位角計算ユニットを提供した。
【００１０】
従来技術と比べると、本発明による相対方位角計算方法と装置を用いた場合は、少なく
とも、二つの移動端末の慣性センサーデータと、前記移動端末間で発信する無線信号の受
けるドップラー効果を利用して、二つの移動端末間の相対方位角を計算することができる
。つまり、本発明の実施例による相対方位角の計算過程は、ドップラー効果と慣性センサ
ーデータに基づき、二つの移動端末間だけで、方位角の計算を実現することができ、他の
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移動端末も、或いは他の補助パラメータの導入も必要としない。このため、本発明の実施
例による相対方位角計算方法と装置は、ドップラー効果の無線信号に対する影響を利用し
て、二つの移動端末の相対位置情報を直接、得ることができ、如何なる初期条件も必要と
しない。
【００１１】
本発明のその他の特徴と優位点は、この後の明細書中に詳述されるが、一部は明細書か
ら明瞭で分かりやすいものになるか、本発明の実施により理解することができる。本発明
の目的とその他の優位点は、明細書、請求項、ならびに添付図の中で特別に指示された構
造により実現し取得することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
添付図は、本発明に対する更なる理解を提供するために用いられ、明細書の一部を構成
し、本発明の実施例とともに、本発明の説明に用いられるが、決して本発明に対する限定
となるものではない。
【図１】本発明の実施例による応用場面の構造ブロック図である。
【図２】本発明の実施例による相対方位角計算方法の全体フローチャートである。
【図３】ドップラー効果の原理図である。
【図４】本発明の実施例による移動端末の相対位置特定方法の全体フローチャートである
。
【図５】本発明の実施例の具体例による、相対位置特定方法の全体フローチャートである
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。
【図６】本発明の実施例の具体例による、相対位置特定方法の位置特定過程の時系列図で
ある。
【図７】本発明の実施例の具体例による、無線ネットワーク構築過程例のフローチャート
である。
【図８】本発明の実施例の具体例による、周波数変化に基づくコード化方法の概念図であ
る。
【図９】本発明の実施例の具体例による、TOF距離測定原理に基づくタイムラグ補正過程
のタイムラグ概念図である。
【図１０】本発明の実施例の具体例による、TDOA距離測定原理に基づく相対距離測定の概
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念図である。
【図１１】本発明の実施例の具体例による、方位角計算操作の原理図である。
【図１２】本発明の実施例の具体例による、慣性センサーデータに基づくノード位置追跡
の原理図である。
【図１３】本発明の実施例による相対方位角計算装置の機能配置ブロック図である。
【図１４】本発明の実施例による相対位置特定設備の機能構造図である。
【図１５】本発明の実施例による移動端末のハードウェア構造ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
添付図を参照し、本発明による各実施例を詳細に説明する。ここで注意を要することは
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、添付図中、基本的に同じ或いは類似した構造や機能をもつ構成部分には、同じ添付図記
号を付与し、それらに関する重複説明は省略していることである。
【００１４】
当業者に本発明をより良く理解してもらうために、
１．本発明の思想の概述
２．応用場面
３．相対方位角の計算方法
４．移動端末の相対位置特定方法
５．移動端末の相対位置特定方法の具体例
６．相対方位角の計算装置
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７．相対位置特定設備
８．移動端末
という順序で本発明について更に詳細な説明を行う。
【００１５】
１．本発明の思想の概述
従来技術中の技術問題について研究するなかで、本発明者は、相対方位角の計算過程に
おいて、既存の大多数の研究作業が、いずれも、ドップラー効果の原理を利用して、受信
側移動端末が発信側移動端末から受信した無線信号の受信周波数を補正し、これにより移
動端末をより正確に位置特定し、必要とする相対方位角を取得していることと認識した。
つまり、従来技術は、ドップラー効果を一つの好ましくない影響と見なし、画像はこの好
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ましくない影響を取り除いている。
【００１６】
本発明の実施例による相対方位角計算方法において、本発明者は、一つの新規的な方位
角計算方式を提供したが、そこでは、従来技術に反して、移動端末間で発信した無線信号
の受けたドップラー効果を利用して、直接、二つの移動端末間の相対方位角を計算し、こ
れによりドップラー効果を、無線信号の受ける影響にとって、害を益に転じるものとする
ことができた。
【００１７】
２．応用場面
以下の文中では、まず、図1を参考に本発明の実施例による応用場面の全体構造例を説
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明する。
【００１８】
本発明の実施例による相対方位角計算方法と装置、ならびに相対位置特定方法と設備は
、無線通信システムに応用でき、当該無線通信システムは、如何なる類型の特定環境中に
おいても構築できる無線通信ネットワークで良い。
【００１９】
例えば、当該特定環境が室外環境である時は、当該無線通信システムは、グローバル・
モバイル・コミュニケーション・システム（GSM(登録商標)）、衛星通信システム、マイ
クロ波通信システムで良い。また、例えば、当該特定環境が室内環境である時は、当該無
線通信システムは、ラジオ・フリケンシー・アイデンティファイア（RFID）通信システム
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、ジグビー・プロトコル（ZigBee）通信システム、超音波通信システム、超ブロードバン
ド通信システム、ブルートゥース通信システム、或いは音波通信システム等で良い。明ら
かなことであるが、上記の、室外環境を基に構築された無線通信システムに応用される相
対方位角計算方法は、信号遮蔽問題を解決することができないので、室内環境に応用する
ことができず、室内環境を基に構築された無線通信システムは、起ち上がりがやや遅く、
室内環境も非常に複雑なので、相対方位角計算の操作で、往々にして精度の低さや、時間
がかかる等の問題が存在する。
【００２０】
正にこの理由で、本発明の実施例は、室外環境の相対方位角計算精度を更に高めること
ができるだけでなく、室内環境を基に構築した無線通信システムにより良く応用すること
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ができ、これにより室内環境中の相対方位角測定操作の上記欠点を補い、室内環境中で正
確に二つの移動端末（或いはこれをノードと言う）間の相対方位角を推定し、その後、更
に進んで、それらを精確に相対位置特定することを可能にする。
【００２１】
説明を要することは、以下の文中では、室内環境を基に構築した無線通信システムを例
に取って説明するが、本発明はこれに限らない。本発明が、室外環境を基に構築された無
線通信システム中にも同様に応用できることは明らかである。
【００２２】
図1は、本発明の実施例による応用場面の構造ブロックチャートを図示した。
【００２３】
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図1に示すように、例えば、本発明の実施例による方法、装置及び設備を応用できる応
用場面は室内環境で、当該室内環境中の構造には無線通信システム10がある。当該無線通
信システム10は少なくとも二つのノードを含むことができる。
【００２４】
例として、図1は一つの位相構造図であり、無線通信システム10が星形ネットワークの
位相の無線ネットワーク構造を有することを示した。図1に示す例では、当該無線通信シ
ステム10が五つのノード、Na、Nb1、Nb2、Nb3、及びNb4を含んでいる。このうち、ノード
Naは星形ネットワークの位相中の主（Master）ノードで、それは無線ネットワークで主導
的に相対方位角計算の操作を始めるノードであり、ノードNb1からNb4までは、星形ネット
ワークの位相中の従（Slave）ノードで、無線ネットワークで受動的に当該相対方位角計
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算の操作に参画するノードである。以下の文中では、説明の便のために、各ノードを区分
する必要のない時は、ノードNb1からNb4までをまとめて従ノードNbと表記する。
【００２５】
無線ネットワーク中で、主ノードNaと従ノードNbの役割は、相対方位角計算のニーズの
変化に連れて変化する。この他、本説明の実施例で、主ノードNaから従ノードNbまでの相
対方位角とは、主ノードNaの基準方向を基にした、主ノードNaと従ノードNb間の夾角を指
す。
【００２６】
無線通信システム10で、主ノードNaと従ノードNb1を例にとると、両者間で無線通信を
行い、これにより当該室内環境でこの二つのノード間の相対方位角を推定することができ
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る。例えば、主ノードNaと従ノードNb1間のノード距離を計算するために、主ノードNaは
従ノードNb1に向けて無線通信信号を伝送し、これにより二つのノードの慣性センサーデ
ータとそれらの間のドップラー効果を確定することができる。その後、慣性センサーデー
タとドップラー効果を利用して二つのノード間の相対方位角を計算する操作を、二つのノ
ード中のどの一つの上ででも行うことができる。代わりに、二つのノードが、当該上記関
係データを一つの統一サーバ（未提出）に伝送し、これにより当該サーバで集中して当該
相対方位角計算の操作を行うこともできる。
【００２７】
３．相対方位角の計算方法
以下の文中で、図2を参考に、本発明の実施例による相対方位角計算方法の全体フロー
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の例を説明する。
【００２８】
前記相対方位角計算方法は、特定環境での、第一移動端末と第二移動端末間の相対方位
角の推定に用いることができる。
【００２９】
一つの実施例では、前記特定環境は室内環境であって良い。代わりに、他の実施例では
、前記特定環境は、同じように、室外環境であって良い。
【００３０】
図2は、本発明の実施例による相対方位角計算方法の全体フローチャートを図示したも
のである。
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【００３１】
図2に示すように、前記相対方位角計算方法は、以下のステップを含む。
【００３２】
ステップS110で、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを取得し、前記第
一移動端末は前記第二移動端末に向けて第一信号を発信することができる。
【００３３】
ステップS120で、前記第一移動端末が、前記第二移動端末に向けて前記第一信号を発信
する時、前記第一信号の有する発信周波数を取得する。
【００３４】
ステップS130で、前記第二移動端末が、前記第一移動端末から前記第一信号を受信した
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時、前記第一信号の有する受信周波数を取得し、前記第一信号が、前記第一移動端末から
前記第二移動端末までの発信過程でドップラー効果の影響を受ける。
【００３５】
ステップS140で、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数によ
り、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算し、前記相対方位角は、
前記第一移動端末と前記第二移動端末のうちの一つの移動端末の機器の方向と、前記一つ
の移動端末からもう一つの移動端末に引いた線の方向の間の夾角である。
【００３６】
以下、上記各ステップを更に詳しく説明する。
【００３７】
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従来技術で、ドップラー効果の原理を利用して無線信号の受信周波数を補正し、これに
より移動端末間の相対方位角を計算したのとは異なり、本発明の実施例による相対方位角
計算方法では、ドップラー効果の、移動端末間の発信過程における無線信号に対する影響
を十分に考慮し、ドップラー効果と移動端末の慣性センサーデータを利用して、直接移動
端末間の方位角を計算できる。
【００３８】
このため、一つの実施例では、ステップS110の前に、先ず、第一移動端末から前記第二
移動端末に向けて第一信号を発信することができる。
【００３９】
例えば、当該第一信号は、例えば音声信号、電磁波信号等、如何なる類型の波形信号で
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も良く、ただ、それが第一移動端末と第二移動端末間で伝送される時、二つの移動端末間
の相対運動によりドップラー効果が生まれさえすればそれで良い。具体的には、移動端末
中の計時精度と方位角計算にかかる時間を総合的に考慮するが、当該第一信号は音声信号
であって良い。
【００４０】
図3は、ドップラー効果の原理図を図示した。
【００４１】
図3に示すように、ドップラー効果により、第一信号の第二移動端末での受信周波数が
、その第一移動端末での発信周波数より高い時は、二つの移動端末が相互に近づいている
と説明でき、第一信号の第二移動端末での受信周波数が、その第一移動端末での発信周波
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数より低い時は、二つの移動端末が相互に離れていくと説明できる。
【００４２】
具体的には、二つの移動端末間の周波数関係は、公式（1）のように示される。
【数１】

【００４３】
このうち、f

は第一信号の第二移動端末における受信周波数、fは第一信号の第一移動
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端末における発信周波数、vは信号波の二つの移動端末間の伝播媒質中での移動速度（例
えば、信号波が音波で、伝播媒質が空気である時は、当該移動速度は340m/秒）、v0は第
二移動端末の移動速度で、第二移動端末が第一移動端末に接近していれば、その前方演算
符号は＋となり、反対であれば−となり、vsは第一移動端末の移動速度で、第二移動端末
が第一移動端末に接近していれば、その前方演算符号は−となり、反対であれば＋となる
。
【００４４】
続いて、第一移動端末と第二移動端末間の相対方位角を計算するために、ステップS110
で、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを取得することができる。
【００４５】
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例えば、移動端末の慣性センサーは、加速度、傾斜、衝撃、振動、回転や自由度の高い
運動を計測し測定できるセンサーであり、それは、例えば加速度計（或いは加速度センサ
ー）や角速度センサー（或いはジャイロスコープ）、ならびにそれらの一、二、三軸組み
合わせ慣性計測ユニット（IMU）を含むことができ、マグネットセンサーの姿勢船首照合
システム（AHRS）等々を含む。このように、移動端末の慣性センサーの慣性データは、移
動端末自身の加速度（加速度により、短時間に速度予測ができる）、角速度、姿勢、方位
角等を含むことができる。この慣性データによって、各移動端末（即ち、ネットワークの
ノード）の加速度、速度、角速度、姿勢、方位角等の情報を知ることができる。
【００４６】
当該相対方位角の計算操作が、第一移動端末から始まると仮定すると、当該第一移動端
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末は、自身の中に装備された慣性センサーが取得した慣性データを直接、読み取ることが
でき、この他、当該第一移動端末は、例えば二つの移動端末間の無線ネットワークにより
、第二移動端末中に装備された慣性センサーが取得した慣性データを第二移動端末から取
得することもできる。例えば、移動端末間の慣性センサーデータの取得操作は、周期的に
行うことも、オンデマンドで行うこともできる。
【００４７】
第一移動端末が、前記第二移動端末に向けて第一信号を発信した後、ステップS120で、
前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて前記第一信号を発信した時、前記第一信号
の有する発信周波数、即ち、前記第一移動端末の、前記第一信号に対する初期発信周波数
を取得することができる。
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【００４８】
同じ理由で、第二移動端末が、前記第一移動端末から第一信号を受信した後、ステップ
S130で、前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第一信号を受信した時、前記第一
信号の有する受信周波数、即ち、前記第一信号が、前記第一移動端末から前記第二移動端
末への発信過程でドップラー効果の影響を受けた後の、前記第二移動端末での受信周波数
を取得することができる。
【００４９】
最後に、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数を取得した後
、ステップS140で、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算すること
ができる。
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【００５０】
上記のように、ドップラー効果には、二つの移動端末の相互接近により起きるドップラ
ー効果と、二つの移動端末の相互離間により起きるドップラー効果を含むため、相対方位
角をより正確に計算するために、一つの実施例では、当該ステップS140が、前記発信周波
数と前記受信周波数間の大小関係によって前記ドップラー効果の類型を判断すること、な
らびに、前記ドップラー効果の類型に応じて、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数
、及び前記受信周波数により前記相対方位角を計算することを含むことができる。
【００５１】
具体的には、当該ステップS140中の、前記ドップラー効果の類型に応じて、前記慣性セ
ンサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により前記相対方位角を計算するサ
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ブステップには、前記慣性センサーデータにより前記第一移動端末の前記接続線方向上の
第一速度成分と、前記第二移動端末の前記接続線方向上の第二速度成分を計算すること、
前記ドップラー効果が前記第一移動端末と前記第二移動端末の相互離間類型のドップラー
効果か、或いは前記第一移動端末と前記第二移動端末の相互接近類型のドップラー効果か
に応じて、前記第一速度成分と前記第二速度成分により、前記第一移動端末の前記第二移
動端末に相対する第一相対方位角と、前記第二移動端末の前記第一移動端末に相対する第
二相対方位角の間の第一関係を生成すること、前記第一移動端末の第一機器の方向と前記
第二移動端末の第二機器の方向により、前記第一相対方位角と前記第二相対方位角の間の
第二関係を生成すること、ならびに、前記第一関係と前記第二関係により前記第一相対方
位角及び/或いは前記第二相対方位角を求めることを含むことができる。
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【００５２】
このことから、本発明の実施例が、少なくとも、二つの移動端末の慣性センサーデータ
と、前記移動端末間で発信した無線信号が受けたドップラー効果を利用して、二つの移動
端末間の相対方位角を計算することのできる相対方位角計算方法を提供したことが分かる
。つまり、本発明の実施例による相対方位角の計算過程は、ドップラー効果と慣性センサ
ーデータに基づき、二つの移動端末間だけで方位角の計算を実現することができ、他の移
動端末、或いはその他の補助パラメータの導入は何も必要としない。このため、本発明の
実施例による相対方位角計算方法は、移動端末間で発信された無線信号の受けたドップラ
ー効果を利用し、直接、二つの移動端末間の相対方位角を計算することができ、如何なる
初期条件も必要としない。
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【００５３】
説明を要することは、上記ではステップS110からS140と言うこの特定の順序で、本発明
の実施例の具体例による相対方位角計算方法を説明したが、本発明はこれに限らない。例
えば、当該慣性センサーデータの取得操作（即ち、ステップS110）は、発信周波数と受信
周波数の取得操作（即ち、ステップS120とステップS130）後に行っても良いし、或いは二
つを同時に行っても良い。
【００５４】
４．移動端末の相対位置特定方法
移動端末間の相対方位角を算出した後、それを多くの応用場面に応用することができる
。例えば、更に移動端末間の相対距離を取得することができれば、当該相対方位角と当該

40

相対距離により、移動端末間の相対位置特定操作を実現することができる。
【００５５】
以下の文中では、図4を参考に、本発明の実施例による移動端末の相対位置特定方法の
全体フローの例を説明する。
【００５６】
前記相対位置特定方法は、特定環境中で、その位置の分からない移動端末を相対位置特
定するのに用いることができる。相対位置特定とは、従来の絶対位置特定に対して提出さ
れた最新概念である。絶対位置特定は単点位置特定とも言われ、一個の移動端末で位置特
定するモデルであり、それが確定するものは移動端末の絶対座標である。この位置特定モ
デルの特長は作業方式が簡単なことで、一個の機器で作業でき、一般に、ナビゲーション
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や、精度要求の高くないアプリケーションに用いられる。これに反し、相対位置特定は差
分位置特定とも呼ばれ、2個以上の移動端末を使って、移動端末間の相互位置関係を確定
する。つまり、相対位置特定では移動端末の絶対座標は取得できず、ただ二つの移動端末
間の位置関係が得られるだけである。
【００５７】
図4は、本発明の実施例による移動端末の相対位置特定方法の全体フローチャートを図
示した。
【００５８】
図4に示すように、前記移動端末の相対位置特定方法は、以下のステップを含むことが
できる。

10

【００５９】
ステップS210で、第一移動端末と第二移動端末間の当初の相対方位角を計算する。
【００６０】
ステップS220で、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初の相対距離を計算する
。
【００６１】
ステップS230で、前記当初の相対方位角と前記当初の相対距離により、前記第一移動端
末と前記第二移動端末間の当初の相対位置関係を確定する。
【００６２】
以下、上記の各ステップを更に詳細に説明する。

20

【００６３】
ステップS210で、各種相対方位角計算方法を用いて、前記第一移動端末と前記第二移動
端末間の相対方位角を計算し、当初の相対方位角とする。
【００６４】
一つの実施例では、本発明の実施例による相対方位角の計算方法を用いて、移動端末間
の当初の相対方位角を計算することができる。
【００６５】
最終的に移動端末間の当初の相対位置関係を取得するために、ステップS220で、各種の
相対距離計算方法を用いて移動端末間の相対距離を計算し、当初の相対距離とする。
【００６６】

30

現在、良く使われる相対距離計算方法の技術には、主に、受信信号強度（RSSI）、タイ
ムオブフライト（TOF）、到達時間差（TDOA）、到来方向（AOA）、到達位相差（POA）等
に基づく距離測定技術が含まれる。
【００６７】
RSSIに基づく距離測定技術の主な考え方は、任意の二つのノード（或いは、移動端末と
言う）間の距離の推定を、受信信号の強度を基に実現することである。現在、ワイアレス
フィデリティ（WiFi）、ローエナジーブルートゥース（BLE）、ジグビー・プロトコル（Z
igBee）、そして超ブロードバンド（UWB）通信システム等、多くの無線技術がこの方法を
用いている。便利な特長があるので、この技術はスーパー或いは図書館に広く応用されて
いるが、距離測定の基礎である無線信号の信号強度が、環境の影響を受けやすい。

40

【００６８】
TOFに基づく距離測定技術の主な考え方は、任意の二つのノード間の距離の推定を、無
線信号の伝播時間を基に実現することである。具体的には、当該技術では、発信ノードが
信号を発信し、受信ノードが信号を受信し、信号の発信ノードから受信ノードまでの伝播
時間を測定する。この方法の精度は無線ネットワークの同期精度と、受信ノードの計時精
度で決まる。例えば、発信信号には電磁波信号、或いは音声信号が含まれる。この他、こ
の方法は無線ネットワークの同期情報の伝送を必要とし、そのため実際の応用では、代わ
りに、以下に紹介するTDOA方式で実現することもできる。
【００６９】
TDOAに基づくこの方法は、また、TDOA距離測定とTDOA位置特定に分かれる。TDOA距離測
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定は、二つの異なる信号の到達時間差を利用して二つのノード間の相互距離を計測する。
例えば、前記信号には、高周波（RF）信号や超音波信号を含むことができる。TDOA位置特
定は、一つの信号の二つの受信ノードまでの時間差を使って発信ノードの位置を特定する
。この方法は無線ネットワークの同期過程を必要とせず、使用に便利で精度が高いため、
室内での位置特定、特に実験室での研究に広い応用が得られている。しかし、無線信号が
環境要素の影響を受けやすいので、この方法は何故かずっと実験室プロトタイプや研究段
階にある。
【００７０】
AOAに基づく距離測定技術の主な考え方は、無線信号が二つの受信ノードに至る角度に
基づいて距離測定を行うものである。この方法は精度が高いものの、信号到来角度の測定

10

に用いる無線信号のアンテナ群の設計に難点があり、このため、この方法もTDOA同様、未
だ実験室プロトタイプや研究段階に留まっている。
【００７１】
POAに基づく距離測定技術の主な考え方は、二つの異なる信号の位相差に基づき距離を
測定するものである。当該技術は計時器の精度に依存する必要がないので、比較的高い距
離測定精度を有する。例えば、前記信号は位相の異なる二つの信号であり、この技術は既
に実際の製品に応用されている。
【００７２】
以下、TOFに基づく距離測定技術を例に、移動端末間の当初の相対距離を計算する過程
を説明する。

20

【００７３】
第一例で、当該ステップS220には、前記第一移動端末が前記第一信号の発信を完了した
発信完了時刻を取得すること、前記第二移動端末が前記第一信号の受信を開始した受信開
始時刻を取得すること、前記第二移動端末が前記第一信号を処理する処理操作タイムラグ
を取得すること、ならびに、少なくとも、前記発信完了時刻、前記受信開始時刻、前記処
理操作タイムラグ、及び前記第一信号の伝播速度により、前記当初の相対距離を計算する
ことを含むことができる。
【００７４】
具体的には、当該第一信号は、相対方位角計算方法を実現するために第一移動端末から
前記第二移動端末に向けて発信される、ドップラー効果の影響を受けることのできる第一
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信号である。例えば、当該第一信号は、第一移動端末から前記第二移動端末に向けて発信
された音声信号であり、それは周波数が20ヘルツ（Hz）から20000Hzまでの間に位置する
可聴音波、周波数が20Hzより低い低音波、及び/或いは周波数が20000Hzより高い超音波を
含むことができる。
【００７５】
例えば、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間を取得するため、第一移動端末が、第
二移動端末との間の相対方位角を計算するために、前記第二移動端末に向けて第一信号を
発信した後、当該第一信号の、第一移動端末の場所での発信完了時刻を取得することがで
きる。続いて、当該第一信号が第二移動端末に到達した時、当該第一信号の第二移動端末
の場所での受信開始時刻を取得することができる。また、第一信号の発信完了時刻と第一
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信号の受信開始時刻の間のタイムラグを、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間に近づ
けるようにする。
【００７６】
しかし、一方において、当該発信完了時刻は第一移動端末だけが知るものであり、当該
受信開始時刻は第二移動端末だけが知るものなので、両者間の相対距離を計算するために
は、必ず二つの移動端末間で当該時間情報を同期させる必要があり、これは疑いなく、ノ
ードの操作の負担となる。更に重要なことは、他方で、第一信号が二つの移動端末間で伝
送される時に、ドップラー効果の影響を受ける可能性があり、第二移動端末の受信した無
線信号の受信周波数に誤差を出現させ、これによって当該無線信号の受信時刻に誤差を引
き起こしてしまうことがあるため、必ずドップラー効果の原理を利用して、このような不
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正確な受信時刻の補正と、伝播時間の補正をしなければならず、このようにして、到達時
間差（TDOA）アルゴリズムに基づいて二つのノード間の距離を測定し、より正確な距離を
計算で得ることができる。しかし、背景技術で説明したように、補正操作時に、受信周波
数に対する正しい補正値を正確に確定できず、このため相対方位角の計算操作の正確性に
影響を与える可能性がある。
【００７７】
上記問題を解決するために、第二例では、前記第二移動端末が、前記第一信号の受信を
開始した受信開始時刻を取得する代わりに、第二移動端末に、第一信号を受信した後、更
に前記第一移動端末に向けて第二信号を発信させるようにし、その後、前記第一移動端末
が前記第二信号の受信を開始した受信開始時刻を取得し、第一信号の第一移動端末での発

10

信完了時刻と、第二信号の第一移動端末での受信開始時刻を利用して、第一信号の二つの
移動端末間の伝播時間を推定する。
【００７８】
この場合、ステップS220には、前記第一移動端末が前記第一信号の発信を完了した発信
完了時刻を取得すること、前記第一移動端末が第二信号の受信を開始した受信開始時刻を
取得し、前記第二信号は前記第二移動端末が前記第一信号を受信した後、前記第一移動端
末に向けて発信した信号であること、前記第二移動端末が前記第一信号を処理し、処理結
果により前記第二信号を生成し発信する処理操作のタイムラグを取得すること、ならびに
、少なくとも、前記発信完了時刻、前記受信開始時刻、前記処理操作タイムラグ、ならび
に前記第一信号と前記第二信号の伝播速度により、前記当初の相対距離を計算することを

20

含むことができる。
【００７９】
具体的には、当該第二信号は、例えば、音声信号、電磁波信号、光信号等、如何なる類
型の信号でも良い。
【００８０】
例えば、当該第二信号は、第一信号と同じ類型を有しても良い。例えば、当該第一信号
と当該第二信号は、共に音声信号に属しても良い。この場合、第一信号の第一移動端末で
の発信完了時刻と、第二信号の第一移動端末での受信開始時刻との間のタイムラグは、近
似的に、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間の2倍と、前記第二移動端末が前記第一
信号を処理し、処理結果により前記第二信号を生成し発信する処理操作のタイムラグを含
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んでいる。このようにして、発信完了時刻と受信開始時刻間のタイムラグから処理操作の
タイムラグを除去して、結果を2で割ることにより、第一信号の二つの移動端末間の伝播
時間を取得することができる。
【００８１】
相対距離の計算過程を早めるために、代わりに、当該第二信号に、第一信号と異なる類
型をもたせ、その伝播速度を第一信号より遙かに早くすることができる。例えば、当該第
二信号は、電磁波信号でも良い。この場合、第二信号の伝播速度が非常に速いので、当該
第二信号の二つの移動端末間の伝播時間は無視できる。このため、第一信号の第一移動端
末での発信完了時刻と、第二信号の第一移動端末での受信開始時刻との間のタイムラグは
、近似的に、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間と、前記第二移動端末が前記第一信
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号を処理し、処理結果により前記第二信号を生成し発信する処理操作のタイムラグを含ん
でいる。このようにして、発信完了時刻と受信開始時刻の間のタイムラグから処理操作の
タイムラグを除去することにより、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間を取得するこ
とができる。
【００８２】
更に進んで、当該第二信号に以下の電磁波信号を選択すると、それは開放型システム間
相互接続（OSI）の７層の通信プロトコルの中の物理層（それほど高くない層）のデータ
を含むことができる。このように、物理層データの、複雑な上層プロトコル処理（例えば
、（ルート）パッケージ、アンパッケージ操作）を経る必要のない過程であるため、その
処理速度は非常に早く、処理のタイムラグはほとんど無視できる。このため、第一信号の
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第一移動端末での発信完了時刻と、第二信号の第一移動端末での受信開始時刻との間のタ
イムラグには、近似的に、第一信号の、二つの移動端末間の伝播時間、ならびに、前記第
二移動端末が前記第一信号を処理する処理操作のタイムラグを含むことができる。このよ
うにして、発信完了時刻と受信開始時刻の間のタイムラグから処理操作のタイムラグを除
去し、第一信号の二つの移動端末間の伝播時間を取得することができる。
【００８３】
以上、無線通信システム10が、内部に第一移動端末と第二移動端末の二つのノードだけ
を含むと言う簡単な場合で、本発明の実施例による相対方位角計算方法と相対位置特定方
法を説明した。しかし、実際の場合には、無線通信システム10の中に、図1に図示するよ
うに、同時に通信している複数の移動端末を含む可能性がある。多くの移動端末が、同時

10

に発信と受信を行う場合、ある一つの受信端末が、複数の発信端末から来る信号を同時に
受信し、これにより、測定しようとする距離に関係する特定の発信端末から来る信号が、
干渉を受ける可能性がある。
【００８４】
当該状況に対しては、以下のステップ、即ち、相対方位角計算方法ないし相対位置特定
方法を実現するために、第一移動端末と前記第二移動端末間で第一信号、或いは第一信号
と第二信号を発信する時、前記第一信号と第二信号に、共に前記移動端末の標識信号をも
たせると言うステップにより克服することができる。例えば、第一移動端末がブロードキ
ャスト方式で第一信号を発信する時は、第一信号に、その発信側移動端末（即ち、第一移
動端末）の標識情報をもたせることができる。更に進んで、前記第一信号がユニキャスト

20

或いはマルチキャストでブロードキャストでない場合は、前記第一信号に、更にその受信
側移動端末（即ち、第二移動端末）の標識情報をもたせることができる。反対に、第二移
動端末が第一移動端末に向けて第二信号を返信する時は、第二信号に、同時にその発信側
移動端末（即ち、第二移動端末）とその受信側移動端末（即ち、第一移動端末）の標識情
報をもたせることができる。
【００８５】
より具体的には、移動端末の標識情報をもたせるために、前記第一信号は、複数の発信
周波数間の様々な変化により示される前記第一移動端末の標識情報を含み、前記第二信号
は、複数の発信周波数間の様々な変化により示される前記第一移動端末の標識情報と前記
第二移動端末の標識情報を含むことができる。
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【００８６】
このようにして、第一信号と第二信号の中の標識情報により、受信端末は複数の発信端
末から同時に受信する複数の信号の中で、特定の発信端末から来る信号を探し出し、他の
発信端末から来る干渉を避けることができる。
【００８７】
この場合、ステップS220で、前記第一移動端末が第二信号の受信を開始した受信開始時
刻を取得するサブステップには、前記第一移動端末が前記第二信号から解析した標識情報
に、前記第一移動端末の標識情報が含まれることに応じて、前記受信開始時刻を取得する
ことを含むことができる。
【００８８】

40

続いて、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対方位角と当初相対距離を取
得した後、ステップS230で、前記当初相対方位角と前記当初相対距離により、前記第一移
動端末と前記第二移動端末間の当初相対位置関係、即ち、前記第二移動端末が前記第一移
動端末のどの方向にあるか、ならびにどのくらい離れた所にあるかを確定することができ
る。
【００８９】
本発明の実施例による相対位置特定方法の上記ステップでは、移動端末間で通信信号を
受発信することにより相対位置特定を実現する必要があり、この信号の伝送過程で電気を
大量消費し、かつ周囲の環境障害を受けやすい事は明らかである。移動端末の電力消費を
節減し、移動端末の待機時間を伸ばすために、移動端末間での通信信号の持続的受発信の
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回避を考慮し、前記第一移動端末と第二移動端末を相対位置特定した後、前記第一移動端
末と第二移動端末の慣性センサーデータを利用して両者間の相対位置を追跡することがで
きる。
【００９０】
このため、一つの実施例では、ステップS230の後、当該相対位置特定方法は、前記当初
の相対位置関係の確定後、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデータを再取得し
、再取得した慣性センサーデータにより前記第一移動端末と前記第二移動端末間の更新相
対方位角を計算すること、前記当初相対距離と再取得した慣性センサーデータにより前記
第一移動端末と前記第二移動端末間の更新相対距離を計算すること、ならびに、前記更新
相対方位角と前記更新相対距離により前記第一移動端末と前記第二移動端末間の更新相対

10

位置関係を推定することも含むことができる。
【００９１】
このように、慣性センサーデータ、例えば、加速度（ならびに、これにより得られる速
度）、角速度、姿勢等々の情報を利用して、当該第一移動端末と当該第二移動端末の現在
の動きの方向を知り、これにより次の時間に、両者がどの相対位置に位置するか追跡する
ことができる。
【００９２】
勿論、一定時間、追跡した後に、追跡位置と実際の位置にズレを生じる可能性があり、
この時は、上記の相対方位角と相対距離の測定ステップ、ならびに位置特定ステップを新
たに行い、現在の正確な相対位置を再更新することができる。

20

【００９３】
このため、一つの実施例では、上記ステップの後、当該相対位置特定方法は、前記更新
相対位置関係の推定後、前記更新相対位置関係の累計誤差を計算すること、前記累計誤差
が所定閾値以上か否かを判断すること、ならびに、前記累計誤差が前記所定閾値以上か否
かに応じて、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対方位角と当初相対距離を
再計算することも含むことができる。
【００９４】
これから分かることは、本発明の実施例が、未知の環境での相対位置特定過程を実現す
ること、即ち、移動端末が自力のみで、如何なるビーコンノードも必要とせずに、二つ或
いは複数の移動端末相互間の相対位置特定のニーズを実現することのできる、移動端末の
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相対位置特定方法を提供したと言うことである。この他、当該相対位置特定方法は、慣性
センサーデータに基づき、相対位置特定した移動端末を追跡し、低エネルギー消費で、リ
アルタイム相対位置特定のニーズを実現した。
【００９５】
５．移動端末の相対位置特定方法の具体例
以下の文中では、図5から図12までを参考にして、本発明の実施例による移動端末の相
対位置特定方法の具体例を説明する。
【００９６】
当該具体例では、当該相対位置特定方法が以下の応用場面、例えば会議場や展示場業界
、特に、業界の展示即売会、貿易商談会、技術フォーラム等、その場でのフェイスツーフ

40

ェイスのコミュニケーションを必要とする場面に応用されるものと仮定する。これらの場
面では、多くの来場者の目的は、その場で関心に合う人を見つけ、フェイスツーフェイス
のコミュニケーションを行い、更にはビジネス提携に結び付けることである。言い換えれ
ば、彼らの関心を引く人が彼らにとって優先順位の高い人であり、関心のある人を見つけ
る機会を逃したり、或いは判断を誤ったりすることは、全て来場者の経済的損失を意味す
る。しかし、多くの人を前にして、来場者には「関心に合う人が何処にいるのか」分から
ないという問題が存在するため、現場でのコミュニケーションの命中率と効率は低くなっ
てしまう。このような応用場面では、これらの来場者のニーズは、室内環境の全体地図で
はなく、主に、関心のある人の相対位置を見つけ出すことにあり、当該位置特定システム
の機能が人の動き（移動、或いは会話を含む）の影響を受けないことを要求する。現在、
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大多数の室内位置特定技術は、予めビーコンノード、或いは特殊な装置の付設を必要とし
、これは疑いなく非常に面倒なもので、ユーザとしての良好な体験をしてもらうことがで
きていない。
【００９７】
このため、本発明は、移動端末の無線ネットワーク中での相対位置情報を取得し、如何
なる事前の付設要素も必要とせず、例えば、移動端末だけで、他の移動端末の位置情報を
取得することを目的とする。つまり、本発明は、来場者自身の移動端末だけによって身近
で関心を有している人を相対位置特定する機能を実現し、これにより来場者が自分の周囲
の関心の合う人を見つけやすくなるため、即ち、各関心の合う人との相対位置（相対距離
と相対方位角）を取得できるようにする。

10

【００９８】
以下の文中で、図5を参考にして、本発明の実施例の具体例による移動端末の相対位置
特定方法の全体フローチャートの例を説明する。
【００９９】
図5は、本発明の実施例の具体例による、相対位置特定方法の全体フローチャートを図
示した。
【０１００】
図5に示すように、相対位置特定方法は、1）無線ネットワークの構築S1、2）ノード間
の信号の発信と受信S2、3）ノード間の距離の計算S3、4）ノード間の方位角の計算S4、5
）ノード位置の追跡S5、6）ノード位置の校正S6のステップを含むことができる。

20

【０１０１】
S1の過程について、本具体例では、無線ネットワークの位相構造が、例えば図1に示す
ような星形位相構造であると仮定する。無線ネットワーク中の主従ノード（或いは移動端
末と言う）の数は変化するものであり、即ち、ノード間の役割は位置特定ニーズの変化に
よって変化する。無線ネットワークの位相構造に基づき、他のノードを位置特定する必要
のあるノードは、自分の役割を星形ネットワーク中の主ノードに転換させ、位置特定過程
を始める。位置特定過程の完了後、主ノードはネットワーク中の普通のノード（即ち、従
ノード）に戻る。同時に、各ノードの慣性センサーデータがネットワーク全体でリアルタ
イムに共有される。例えば、無線ネットワーク技術に関する典型的代表は、ブルートゥー
ス或いはローエナジーブルートゥース（BLE）が考えられ、これらの技術は移動端末に広
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く応用されている。
【０１０２】
具体的には、図1に示すように、無線ネットワーク中には、ノードNa（無線ネットワー
ク中で、他のノードを位置特定する必要の有るノード）を星形ネットワーク位相中の主ノ
ードとすること、ならびにノードNb（無線ネットワーク中で、位置特定されるノード）を
星形ネットワーク位相中の従ノードとすることを含む。NaとNbの役割は、無線ネットワー
ク中で、位置特定ニーズの変化に連れて変化する。得られる位置特定結果は相対位置特定
結果であり、ノード間の相対距離はNaとNb間の距離で、相対方向角はNaの基準方向に基づ
く、NaとNb間の夾角である。
【０１０３】

40

S2の過程について、主ノードは第一信号としての音声信号を発信し、従ノードは当該音
声信号を受信し第二信号を返信する。主ノードが発信し、従ノードが受信する第一信号を
音声信号とする理由は、音声信号の速度が距離計算に、より有利だからである。信号は身
分標識をもっているので、当該音声信号中で、音波周波数を基に身分標識をコード化でき
る。環境ノイズとドップラー効果の影響を減少するために、音声信号は、周波数の変化に
従ってコード化することができる。従ノードの返信する第二信号は音声信号で良く、無線
信号でも良い。ノイズの影響を減少し、データ交換率を高めるために、従ノードの返信す
る第二信号は、優先的に無線信号を推薦する。従ノードが受信した音声信号を返信する時
、使用する無線信号は、BLE或いはWiFiフォーマットの信号が、一般に良く見られるもの
である。
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【０１０４】
S3の過程について、相対距離の計算は、TOFアルゴリズムに基づいて計算して得られる
。少し後で、TOFに基づくこのアルゴリズムについて詳細に説明する。
【０１０５】
しかし、本発明はこれに限らない。例えば、当該相対距離計算は、TDOAアルゴリズム等
の他のアルゴリズムによっても計算して得られる。例えば、TDOAの距離測定は、二つの速
度の異なる信号により実現することができる。通常、電磁波信号と音声信号の二つの信号
を使用することができる。移動端末或いはスマートフォンに対して使用できる信号は、例
えばWiFi信号、ブルートゥース信号、或いはBLE信号等の無線信号があり、他の信号には
マイクロフォンやスピーカに基づく音声信号が考えられる。

10

【０１０６】
S4‑S5の過程について、相対方位角の計算とノード位置の追跡は、慣性センサーデータ
に基づく。移動端末或いはスマートフォンについては、慣性センサーデータの精度が色々
である。従って、システムの位置特定精度は、主に、色々な移動端末の色々な慣性センサ
ーの精度によって決まる。
【０１０７】
S6の過程について、追跡誤差が極限値を超えた時は、校正過程の実現により、正確な位
置特定のニーズを完成する。
【０１０８】
以下、更に、当該相対位置特定方法における各操作、ならびにその中のサブ操作の時系

20

列図を示す。
【０１０９】
図6は、本発明の実施例の具体例による、相対位置特定方法の位置特定過程の時系列図
を図示した。
【０１１０】
図6を参考に、ノード間の信号の流れにより、一つのノードを位置特定する細目過程を
示すが、当該時系列図中の一つ、或いは複数のステップは、図5のフローチャート中の一
つ、或いは複数のステップに対応させることができる。
【０１１１】
図6に示すように、当該相対位置特定方法は、1）複数のノード間に無線ネットワークを
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構築するS1、2）主ノードNaが音声信号を利用して身分標識をコード化するS21、3）主ノ
ードNaが低周波コード化音声信号を発信するS22、4）主ノードNaが発信時刻を記録するS2
3、5）従ノードNbが音声信号を受信し返信するS24、6）主ノードNaが受信時刻を記録する
S25、7）主ノードNaが返信データから来る身分標識を検査し、身分標識の確認を行うS26
、8）身分標識が確認された時に、主ノードNaがTOFアルゴリズムによりノード間の距離を
計算するS3、9）慣性センサーデータとドップラー効果に基づき、主ノードNaが、それと
従ノードNbとの間の相対方位角を計算するS4、10）共有した慣性センサーデータを基に、
主ノードNaがリアルタイムで従ノードNbの位置を追跡するS5、11）慣性センサーデータの
累積誤差がシステムの位置特定誤差を超えた時、主ノードNaが従ノードNbの位置を再位置
特定し、従ノードNbの位置を校正するS6のステップを含むことができる。
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【０１１２】
続いて、図5と図6を総合的に参考にして、相対距離測定、相対方位角測定、ならびに相
対位置特定、追跡及び是正を利用した具体例の原理とステップを詳細に説明する。
【０１１３】
具体的には、S1過程について、各移動端末が無線ネットワークを構築し、無線ネットワ
ーク中に普通のノード（即ち、従ノード）として存在する。その後、一つのノードが他の
ノードを探して位置特定するニーズを有した時、それは自分の役割を主ノードNaに転換す
る。
【０１１４】
図7は、本発明の実施例の具体例による、無線ネットワーク構築過程例のフローチャー
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トを図示した。
【０１１５】
例えば、図7に示した無線ネットワーク構築過程は公知のどの方式を採用しても良い。
図7に示すように、当該無線ネットワーク構築過程は、以下の過程、即ち、1)無線ネット
ワーク全体の初期には、全てのノードが従ノードで、自分のIDをブロードキャストし、他
のノードの標識符号IDをスキャンし、当該IDがノードの特性と関心のある情報を含んでい
る過程（S11）、2)ある一つのノードが、スキャンした、ノードの特性や関心情報を含むI
Dに基づき、位置特定ニーズが生じた時（例えば、当該ID中の関心が相互に一致すること
を発見したため、当該IDを発信したそのノードの位置を探し出したいと思った時）、その
役割が主ノードに切り替わり、関心をもたれたノードの役割は依然、従ノードのままであ

10

る過程（S12）、3)従ノードが他の主ノードと接続していない時は、主ノードが接続の構
築を開始し、接続が失敗した場合は、主ノードの役割が再び従ノードに戻り（S13）、S11
とS12の過程を再実行する過程、4)従ノードが接続に同意した場合は、主従ノードが接続
を構築する過程（S14）、5)接続構築後、主ノードは慣性センサーデータ交換メカニズム
を開始することができ（S15）、これにより、従ノードと双方の慣性センサーデータを交
換することができ、このメカニズムはS2‑S6全てに用いることができる過程を含む。
【０１１６】
ここで、ノードの関心は、オンラインで関心ある人を探索する使用場面に応用すること
ができる。実際の応用では、ノードの関心情報はノードの標識符号（ID）で表すことがで
き（例えば、色々なノードIDで色々な関心情報を表示する）、或いはノードIDと関係する

20

他の特徴値で表すこともできる（例えば、色々な特徴値で色々な関心情報を表示し、当該
特徴値は対応するノードIDと相関する）。勿論、当該例で設置した関心情報は、関心ある
人、或いは似た関心のある人を探し出す場面に応用するためのものに過ぎないが、本発明
の実施例の、ドップラー効果、距離測定、ノード位置特定、ノード位置追跡、ノード位置
是正等の実施方式は、関心情報を考慮しない他の場面にも応用することができる。
勿論、上記主従ノードの設置と接続開始のステップはただの例で、必ずそうしなければな
らないと言うものではなく、発意者と受動受信者間の関係をより便利に説明するため、或
いは色々なノードを区別するためのものに過ぎない。実際には、公知の他の無線ネットワ
ーク構築方式を使っても、移動端末を含む無線ネットワークを構築することができる。
【０１１７】

30

続いて、図6のS21‑S26の過程全体として、図5のS2の過程に対応する事ができる。
【０１１８】
S21‑S23の過程について、他のノードを位置特定する必要のある主ノードNaが音声信号
をコード化して発信し、発信時刻を記録する。
【０１１９】
具体的には、一つのノードが、他のノードを探し出して位置特定する必要のある時、自
分の役割を主ノードNaに転換する。それから、主ノードNaは自分のノード標識により、音
声信号をコード化する。続いて、当該主ノードNaは位置特定過程を開始し、音声信号を他
の従ノードNbに発信する。最後に、主ノードNaがコード化された音声信号の発信を完了し
た後、発信時刻tasを記録する。
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【０１２０】
例えば、上記音声信号をコード化する過程は、主ノードNaが自分の身分標識に従って、
周波数変化により標識データをコード化することを意味する。例えば、周波数の下降/上
昇によりビット0を表し、周波数の上昇/下降によりビット1を表す。
【０１２１】
図8は、本発明の実施例の具体例による、周波数変化に基づくコード化方法の概念図を
図示した。
【０１２２】
図8に示すように、主ノードNaは、f1からf2への周波数変化を発信しビット0を表し、f2
からf1への周波数変化を発信しビット1を表す。コード化する周波数帯は、大多数の移動
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端末（スマートフォン）のマイクやスピーカの周波数帯で決まり、一般には20Hzから20KH
zまでである。低周波音声信号は障害物をバイパスする特性があるので、コード化過程で
は、20Hzと30Hzの高低二つの周波数を優先的に使うことができる。発信周波数が20Hz或い
は30Hzなので、周波数偏移を用いて二つの移動端末が近づきつつあるか、離れつつあるか
を確定することができ、この判断は後の方位角計算に用いることができる。
【０１２３】
主ノードNaが音声信号を発信する時、周囲の従ノードの存在有無や、従ノードの個数が
分からない可能性があるので、当該主ノードは、例えばブロードキャスト方式によりコー
ド化後の音声信号を発信することができる。
【０１２４】

10

一つの実施例では、主ノードNaが音声信号をコード化し発信する操作タイムラグTssは
、音声信号をコード化する周波数fと、主ノードNaの身分標識データのビット数NID等の要
素で決めることができ、公式2に示すとおりである。
【数２】

【０１２５】
このうち、Tssは主ノードNaが、音声信号に基づき、ノード標識全体をコード化して発
信するタイムラグ、NIDは主ノードNaの身分標識データのビット数、Nfは幾つかの周波数
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パルスによりNa身分標識データ中に表した各ビット、fnは音声信号コードの平均周波数、
Npulseは各コードのビットについて発信した音声信号のパルス数である。
【０１２６】
例えば、主ノードNaの標識符号を001と仮定すると、20Hzと30Hzを利用した二つの周波
数間の変化は、それぞれビット0或いは1と標記され、冗長コードを実現しエラーコード率
を下げるために、主ノードの標識符号を4回繰り返す、言い換えれば、周波数変化を含む
音声信号により、標識符号0000、0000、1111とコード化する。
【０１２７】
この時、当該主ノードの発信する音声信号には、周波数30Hzの20Hzへの降下、周波数30
Hzの20Hzへの降下、周波数30Hzの20Hzへの降下、周波数30Hzの20Hzへの降下、周波数30Hz
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の20Hzへの降下、周波数30Hzの20Hzへの降下、周波数30Hzの20Hzへの降下、周波数30Hzの
20Hzへの降下、周波数20Hzの周波数30Hzへの上昇、周波数20Hzの周波数30Hzへの上昇、周
波数20Hzの周波数30Hzへの上昇、周波数20Hzの周波数30Hzへの上昇が含まれる。
【０１２８】
また、公式（2）により、以下が算出できる。
【数３】

40
【０１２９】
S24とS25の過程について、主ノードNaは、色々なNbから来る色々な返信を受信する。記
録した受信時刻とNbを一対一に対応させる。色々な受信時刻を基に、主ノードNaは、色々
なノードNbの位置を一回、位置特定することができる。
【０１３０】
具体的には、従ノードNbが音声信号を受信し、主ノードNaに返信する部分（即ちS24）
は、更に以下のステップで組成することができ、図6に示すとおりである。
【０１３１】
先ず、無線ネットワーク中のある一つの従ノードNbがコード化された音声信号を受信す
る。
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【０１３２】
続いて、従ノードNbが、主ノードと同じ周波数変化に従って音声信号を解読し、主ノー
ドNaの身分標識を取得する。
【０１３３】
主ノードは周波数変化を使って音声信号をコード化しているので、例え、当該音声信号
が、発信端ノードと受信端ノードの相対運動によって周波数偏移を生じても、受信端は引
き続き正確な周波数変化を識別することができる。具体的には、受信端で受信した音声信
号は、相互に接近するドップラー効果により周波数の上昇を現わす可能性があるが、音声
信号中で周波数30Hzが20Hzに降下することによりビット0が表示され、周波数20Hzが30Hz
に上昇することによりビット1が表示されるので、例え受信端で受信した音声信号が周波

10

数32Hzから22Hzに降下するように変更しても、これは周波数の降下と判断して、引き続き
それはビット0を表すと判断でき、例え受信端で受信した音声信号が周波数22Hzから32Hz
に上昇するように変更しても、これは周波数の上昇と判断して、引き続きそれはビット1
を表すと判断できる。同様に、受信端で受信した音声信号は、相互に遠ざかるドップラー
効果により周波数の降下を現わす可能性があるが、音声信号中で周波数30Hzが20Hzに降下
することによりビット0が表示され、周波数20Hzが30Hzに上昇することによりビット1が表
示されるので、例え受信端で受信した音声信号が周波数28Hzから18Hzに降下するように変
更しても、これは周波数の降下と判断して、引き続きそれはビット0を表すと判断でき、
例え受信端で受信した音声信号が周波数18Hzから28Hzに上昇するように変更しても、これ
は周波数の上昇と判断して、引き続きそれはビット1を表すと判断できる。

20

【０１３４】
その後、従ノードNbは主ノードNaの身分標識と自分の身分標識をパックし、無線信号で
、パックしたデータを主ノードNaに発信する。
【０１３５】
これに応じて、主ノードNaはデータパックを受信し、主ノードNaと従ノードNbの身分情
報を取得し、当該身分情報を判断する。
【０１３６】
主ノードNaの受信した身分標識が主ノードNaの発信した身分標識と等しければ、主ノー
ドNaはデータパックの受信時刻tarを記録する。
【０１３７】

30

このうち、従ノードNbが音声信号を解読するタイムラグTsrは、音声信号の周波数と主
ノードNaの身分標識データのビット数で決まり、それは主ノードNaが音声信号をコード化
し発信する操作のタイムラグTssに類似し、計算方法は公式（2）に示すとおりである。こ
の他、従ノードNbが受信データをパックし、主ノードNaまで発信するタイムラグTws、な
らびに主ノードNaがデータを受信し解読するタイムラグTwrは、無線ネットワークで決ま
るため、物理層データにある場合は、タイムラグTsrに比べて、タイムラグTwsとタイムラ
グTwrは無視できる。
【０１３８】
S26の過程について、主ノードNaが身分標識を確認するのは、従ノードNbの、主ノードN
aから来る正確な信号の受信を確保し、正確な処理と返信を行うためである。この過程は

40

、環境ノイズと、他の位置特定ノードから来る干渉を減少する。再認証過程中に身分標識
のエラー問題が起きた場合は、Naは記録した時間デ−タを破棄し、もう一度、位置特定過
程を始める。
【０１３９】
S3の過程について、相対距離の計算は、TOFアルゴリズムに基づいて計算して得られる
。
【０１４０】
図9は、本発明の実施例の具体例による、TOF距離測定原理に基づくタイムラグ補正過程
のタイムラグ概念図を図示した。
【０１４１】
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図9に示すように、タイムラグ補正過程の総タイムラグには、1）主ノードNaが、自分の
身分標識に基づいて音声信号をコード化し発信するタイムラグTss、2）音声信号の、主ノ
ードNaから従ノードNbまでの伝播タイムラグTsp、3）従ノードNbが音声信号を受信し処理
するタイムラグTsr、4）従ノードNbが無線信号をパックし、発信するタイムラグTws、5）
主ノードNaが無線信号を受信するタイムラグTwrを含むことができる。上述のとおり、無
線信号が物理層に対応する信号である場合は、タイムラグTwsとタイムラグTwrは無視する
ことができる。
二つのノード間の距離が、以上のタイムラグから計算して得られることは明らかである。
また、距離計算の精度は、主に計時器の精度と無視された信号処理時間で決まる。
10

【０１４２】
具体的には、主ノードNaによる、従ノードNbとの間の距離の計算は、音声信号のTOF（
タイムオブフライト）を基にすることができ、図6に示すとおりである。音声信号の伝播
タイムラグTspは、Tss、Tsr、Tws、及びTwrで決まる。本具体例では、計時点tasがTssの
右にあり、即ち、発信完了時刻であるので、タイムラグ補正過程の本当の総タイムラグは
、公式（3）に示すとおりとなる。
【数４】

【０１４３】

20

このうち、Tcountは計時点tasから計時点tarまでの時間差で、主ノードNaから音声信号
を発信し、無線信号を受信するまでのタイムラグを表し、Tssは主ノードNa中の音声信号
のコード化処理と発信のタイムラグ、Tspは音声信号が主ノードNaと従ノードNb間にある
伝播タイムラグ、Tsrは従ノードNbが音声信号を受信し処理するタイムラグ、Twsは従ノー
ドNbが無線信号をパックし発信するタイムラグ、Twrは主ノードNaが無線信号を受信しパ
ックを解くタイムラグである。
【０１４４】
これから、以下の公式（4）により、主ノードNaと従ノードNb間の距離を計算すること
ができる。
【０１４５】
d12＝v×Tsp＝v×(Tcount−Tsr−Tws−Twr)

30
公式（4）

このうち、d12は主ノードNaと従ノードNb間の距離、vは音声速度、Tspは音声信号の伝
播タイムラグ、Tcountは主ノードNaが音声信号を発信してから無線信号を受信するまでの
間のタイムラグ、Tsrは音声信号を受信し処理するタイムラグ、Twsは無線信号をパックし
、発信するまでのタイムラグ、Twrは主ノードNaが無線信号を受信しパックを解くまでの
タイムラグである。
【０１４６】
上記公式（3）と公式（4）で、Tsr≒Tss、無線信号が物理層に対応する信号であれば、
Tws≒Twr≒0である。この他、図9に示すように、計時点tasがTssの左にあれば、即ち、そ
れが発信開始時刻であれば、タイムラグ補正過程の本当の総タイムラグは、公式（3）の

40

等号の右側の各項以外に、更にTssも含む必要がある。
【０１４７】
説明を要することは、本具体例では、TOFアルゴリズムに基づく相対距離の計算を例に
して説明した。しかし、本発明はこれに限らない。例えば、受信信号強度（RSSI）、到達
時間差（TDOA）、到来方向（AOA）、到達位相差（POA）等に基づく他の距離測定技術を使
って実現することができる。
【０１４８】
図10は、本発明の実施例の具体例による、TDOA距離測定原理に基づく相対距離測定の概
念図を図示した。
【０１４９】
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図10に示すように、従ノードが一定時間内に発信する第一信号と、伝播速度が第一信号
より早い、対応する第二信号の発信時刻、ならびに主ノードにある受信時刻により、到達
時間差（TDOA）アルゴリズムを利用して当該時間の当該主ノードと従ノード間の相対距離
を推定する。
【０１５０】
一つの実施例では、第一信号は音声信号であり、第二信号は無線信号である。音声信号
の速度は無線信号の速度より遅く、無線信号は速度が速いので発信端と受信端での時刻誤
差と解読誤差が比較的小さくなるため、無線信号の発信時刻をTDOAの発信時刻の基準とし
、同時に、無線信号の解読で得られた標識符号を基準標識符号として、音声信号の解読で
得られた標識符号とマッチングする。TDOAに基づく距離測定原理は、当業者には既に熟知

10

されているところなので、ここではその詳細説明は省略する。
【０１５１】
S4の過程について、主ノードNaと従ノードNbとの間の方位角計算は、慣性センサーデー
タとドップラー効果を基にすることができる。
【０１５２】
図11は、本発明の実施例の具体例による、方位角計算操作の原理図を図示した。
【０１５３】
それは、図11を参考に、ドップラー効果と慣性センサーデータに基づきノード方位角を
計算する過程を示している。
20

【０１５４】
図11に示すように、ノードの慣性センサーデータはベクトルであり、大きさと方向をも
つ。このうち、方向の位置特定は、地磁気の北極を基準の絶対角度とし、北から南に時計
回りの回転を正とする。このため、主ノードNaから従ノードNbへの方位角は、主ノードNa
の絶対方向を基準とするものを指しても良い。ノード（或いは、移動端末と言う）は、一
般に、スマートフォンであり、その中に装備したジャイロスコープ、加速度器等の慣性セ
ンサーは、慣性センサーデータの取得に便利で、移動端末の絶対方向θ、移動端末の速度
v、速度の絶対方向θv等を含む。これらのベクトルと数値は、後の方位角計算で用いられ
る。
【０１５５】
具体的には、ドップラー効果の確定は、音声信号の周波数で決まり、図3に示すように

30

、従ノードNbの受信した音声信号が周波数偏移を生じる時、従ノードNbは、周波数偏移に
より、主ノードNaに接近しているか、或いは離れつつあるかを判断することができる。
【０１５６】
従ノードNbが、受信した周波数が設定された主ノードNaの発信周波数より大きい時は、
従ノードNbが主ノードNaに近づいており、公式（5）に示すとおりである。
【数５】

40
【０１５７】
従ノードNbが、受信した周波数が設定された主ノードNaの発信周波数より小さい時は、
従ノードNbが主ノードNaから遠ざかっており、公式（6）に示すとおりである。
【数６】

【０１５８】
このうち、f

は従ノードNbの受信した音声信号の周波数、fは主ノードNaの発信した音

声信号の周波数、vは音声速度、v0は従ノードNbの移動速度、vsは主ノードNaの移動速度
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である。
【０１５９】
この他、相対方位角計算を実現するために、無線ネットワーク中の全てのノードは、一
定の周期ごとに各自の慣性センサーデータを交換することができる。慣性センサーデータ
には、ノードの移動速度vとノードの絶対方位角θ（地磁気北極に相対する）を含むこと
ができる。慣性センサーデータはベクトルであり、数値と方向を含む。方向は地磁気の北
極に基づく絶対方位角の方向である。主ノードNaと従ノードNb間の方位角α12は、主ノー
ドNaの絶対方位角に基づく相対夾角である。
【０１６０】
これにより、慣性センサーデータとドップラー効果に基づき、主ノードNaと従ノードNb

10

間の方位角α12は、公式（7）、公式（8）、公式（9）及び公式（10）により算出するこ
とができ、図8に示すとおりである。
【数７】

【数８】
20
【数９】

【数１０】
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【０１６１】
このうち、f

は従ノードNbが受信した音声信号の周波数、fは主ノードNaが発信した音

声信号の周波数、vは音声速度、v0は従ノードNbの移動速度、vsは主ノードNaの移動速度
、v1は主ノードNaの移動速度ベクトル、v2は従ノードNbの移動速度ベクトル、α12は主ノ
ードNaに基づく従ノードNbの相対方位角、α21は従ノードNbに基づく主ノードNaの相対方
位角、θ1は主ノードNaの絶対方向、θ2は従ノードNbの絶対方向、θ1vは主ノードNaの速
度ベクトルv1の方向、θ2vは従ノードNbの速度ベクトルv2の方向である。
【０１６２】
公式（8）と公式（9）を公式（7）に代入し、それを公式（10）と連立させて解を求め
ることにより、主ノードNaの従ノードNbへの方位角α12、及び/或いは従ノードNbの主ノ
ードNaへの方位角α21が得られる。
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【０１６３】
S5の過程について、主ノードNaが、それと従ノードNbとの間の相対距離と相対方位角を
算出した後、主ノードNaは上記二つの変量により、それと従ノードNbとの唯一の相対位置
関係を確定することができ、その後、更に、共有した慣性センサーデータを基に、リアル
タイムで従ノードNbの位置を追跡することができる。
【０１６４】
図12は、本発明の実施例の具体例による、慣性センサーデータに基づくノード位置追跡
の原理図を図示した。
【０１６５】
図12を参考に、無線ネットワーク全体で共有する慣性センサーデータに基づき、リアル
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タイムで、各ノード間の相対距離と相対方位角を計算することができ、頻繁に音声信号及
び/或いは無線信号を発信する必要がない。追跡周波数は、主に慣性センサーデータの共
有速度を基にしており、同時に、システムの位置特定精度を決める重要な要素でもある。
この他、システムの精度を決定付けるもう一つ別の重要な要素は、慣性センサーの精度で
ある。
【０１６６】
主ノードNaによる従ノードNbの位置の追跡は、更に以下のステップで構成され、図12に
示すとおりである。
【０１６７】
先ず、位置特定過程が完了した後、相対距離と相対方位角に基づき、主ノードNaが従ノ

10

ードNbの位置を特定することができる。
【０１６８】
その後、無線ネットワーク全体の中で慣性センサーデータを交換することにより、主ノ
ードNaは従ノードNbの移動情報を得ることができる。
【０１６９】
続いて、位置情報と、主ノードNaと従ノードNbから来る、リアルタイムで更新される慣
性データに基づき、主ノードNaは従ノードNbの方位角を更新し、これは公式（11）、公式
（12）及び公式（13）に示すとおりである。
【数１１】
20

【数１２】

【０１７０】
【数１３】
30
【０１７１】
このうち、α

12は追跡更新後の、主ノードNaに基づく、従ノードNbの相対方位角、α

21は追跡更新後の、従ノードNbに基づく、主ノードNaの相対方位角、Δαは追跡更新前

後の相対方位角の変化量、θ

1は位置変化後の主ノードNaの絶対方向、θ

2は位置変化

後の従ノードNbの絶対方向、Δθ1は位置変化前後の主ノードNaの絶対方向の変化量、Δ
θ2は位置変化前後の従ノードNbの絶対方向の変化量である。
【０１７２】
公式（11）から公式（13）までを連立させ解を求めることにより、追跡更新後の相対方
位角α

12とα

21、ならびに方位角変化量Δαを取得することができる。

【０１７３】
同じ理由で、位置情報と、主ノードNaと従ノードNbから来る、リアルタイムで更新され
る慣性データに基づき、主ノードNaは従ノードNbの距離を更新することができ、これは公
式（14）、公式（15）、公式（16）及び公式（17）に示すとおりである。
【数１４】
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【数１５】

【数１６】

【数１７】
10

【０１７４】
このうち、d

12は慣性センサーデータにより追跡した距離値、d12は位置特定過程によ

り測定した距離値、d

12￨ahはα12の水平方向上で変化した距離、d

12￨avはα12の垂直

方向上で変化した距離、α12は主ノードNaに基づく従ノードNbの相対方位角、α21は従ノ
ードNbに基づく主ノードNaの相対方位角、v1は主ノードNaの移動速度ベクトル、v2は従ノ
ードNbの移動速度ベクトル、θ1は主ノードNaの絶対方向、θ2は従ノードNbの絶対方向、
θ1vは主ノードNaの速度ベクトルv1の方向、θ2vは従ノードNbの速度ベクトルv2の方向、

20

Δαは追跡更新前後の相対方位角の変化量である。
【０１７５】
公式（14）の結果と公式（15）の結果を、公式（16）と公式（17）に代入し、連立させ
て解を求めることにより、追跡更新後の主ノードNaの従ノードNbまでの相対距離を取得す
ることができる。
【０１７６】
S6の過程について、追跡誤差を判断し、追跡誤差が極限を超えたら、主ノードNaはもう
一度、信号発信操作を開始し、Nbの位置を校正することができる。
【０１７７】
具体的には、NaによるNbの位置の矯正は、更に以下のステップで構成され、図5に示す

30

とおりである。
【０１７８】
主ノードNa は、慣性センサー累積誤差が位置特定誤差を超えたか否かを検出する。慣
性センサー累積誤差が位置特定誤差を超えた場合は、主ノードNaは位置特定過程をもう一
度始め、Nbの相対位置を取得する。そうでない場合は、主ノードNaは従ノードNbの位置変
化の追跡を継続し、位置特定誤差と慣性センサー累積誤差を検出する。
【０１７９】
例えば、上記位置特定誤差は、経験値或いはシミュレーション値で出して良い。
【０１８０】
このことから、本発明の実施例の具体例が、移動端末の相対位置特定方法を提供し、そ
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れは主に、位置特定と追跡分野に関係していることが分かる。より具体的には、当該相対
位置特定方法は、無線ネットワーク中で、TOFアルゴリズムに基づき測定し、ノードの相
対距離値を取得し、ドップラー効果と慣性センサーデータに基づきノード間の相対方位角
を計算し、これにより相対位置特定結果を取得する。この他、当該慣性センサーデータは
、ノード位置の追跡過程にも用いることができる。この相対位置特定方法は、よく見かけ
る移動端末で実現でき、ビーコンノード、固定装置、或いは補助パラメータを必要としな
いため、位置特定方案の実現はコストが安く、現実的実現性が高い。
【０１８１】
６．相対方位角の計算装置
本発明の実施例は、一つの相対方位角計算装置によっても実施することができる。前記
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相対方位角計算装置は、特定環境における第一移動端末と第二移動端末間の相対方位角の
推定に用いることができる。
【０１８２】
以下の文中では、図13を参考に、本発明の実施例による相対方位角計算装置の機能配置
図を説明する。
【０１８３】
図13は、本発明の実施例による相対方位角計算装置の機能配置ブロックチャートを図示
した。
【０１８４】
図13に示すように、当該相対方位角計算装置100は、慣性データ取得ユニット110、発信

10

周波数取得ユニット120、受信周波数取得ユニット130、及び方位角計算ユニット140を含
むことができる。
【０１８５】
当該慣性データ取得ユニット110は、第一移動端末と第二移動端末の慣性センサーデー
タの取得に用いることができ、そこでは、前記第一移動端末は、前記第二移動端末に向け
て第一信号を発信することができる。
【０１８６】
当該発信周波数取得ユニット120は、前記第一移動端末が前記第二移動端末に向けて前
記第一信号を発信する時、前記第一信号の有する発信周波数を取得するのに用いることが
できる。
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【０１８７】
当該受信周波数取得ユニット130は、前記第二移動端末が前記第一移動端末から前記第
一信号を受信する時、前記第一信号の有する受信周波数を取得するのに用いることができ
、そこでは、前記第一信号が前記第一移動端末から前記第二移動端末に発信される過程で
、ドップラー効果の影響を受ける。
【０１８８】
当該方位角計算ユニット140は、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記
受信周波数により、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の相対方位角を計算するのに
用いることができ、前記相対方位角は前記第一移動端末と前記第二位相端末のうちの一つ
の移動端末の機器の方向と、前記一つの移動端末からもう一つの移動端末までの接続線の
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方向との間の夾角である。
【０１８９】
一つの実施例では、当該方位角計算ユニット140は、以下の操作、即ち、前記発信周波
数と前記受信周波数間の大小関係により前記ドップラー効果の類型を判断する操作、なら
びに、前記ドップラー効果の類型に応じて、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、
及び前記受信周波数により前記相対方位角を計算する操作の実行により、前記慣性センサ
ーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数に基づいて前記第一移動端末と前記第二
移動端末間の相対方位角を計算することができる。
【０１９０】
具体的には、当該方位角計算ユニット140は、以下の操作、即ち、前記慣性センサーデ
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ータにより前記第一移動端末の前記接続線方向上の第一速度成分と、前記第二移動端末の
前記接続線方向上の第二速度成分を計算する操作、前記第一移動端末と前記第二移動端末
が互いに離れる類型であるドップラー効果か、前記第一移動端末と前記第二移動端末が互
いに接近する類型であるドップラー効果かということが、前記ドップラー効果で決まり、
前記第一速度成分と前記第二速度成分により、前記第一移動端末の前記第二移動端末に相
対する第一相対方位角と、前記第二移動端末の前記第一移動端末に相対する第二相対方位
角の間の第一関係を生成する操作、前記第一移動端末の第一機器の方向と、前記第二移動
端末の第二機器の方向により、前記第一相対方位角と前記第二相対方位角の間の第二関係
を生成する操作、ならびに、前記第一関係と前記第二関係により前記第一相対方位角及び
/或いは前記第二相対方位角の解を求める操作の実行により、前記ドップラー効果の類型
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に応じ、前記慣性センサーデータ、前記発信周波数、及び前記受信周波数により、前記相
対方位角を計算することができる。
【０１９１】
上記の慣性データ取得ユニット110、発信周波数取得ユニット120、受信周波数取得ユニ
ット130、及び方位角計算ユニット140の具体的機能と操作が、既に上記、図1から図12ま
でを参考にして説明した相対位置特定方法の中で詳細に紹介されていることは明らかなの
で、その重複説明は省略する。
【０１９２】
これにより、本発明の実施例が、少なくとも二つの移動端末の慣性センサーデータと、
前記移動端末間で発信する無線信号の受けるドップラー効果を利用して、二つの移動端末
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間の相対方位角を計算することのできる相対方位角計算装置を提供したことが分かる。言
い換えれば、本発明の実施例による相対方位角計算過程は、ドップラー効果と慣性センサ
ーデータに基づき、二つの移動端末間だけで方位角の計算を実現することができ、他の移
動端末、或いは他の補助パラメータを導入する必要がない。このため、本発明の実施例に
よる相対方位角計算方法は、移動端末間で発信する無線信号の受けるドップラー効果を利
用して、二つの移動端末間の相対方位角を直接、計算することができ、如何なる初期条件
も必要としない。
【０１９３】
７．相対位置特定設備
この他、本発明は、相対位置特定設備に応用して、相対方位角と相対距離に基づき、移

20

動端末間の相対位置を確定するのに用いることができる。
【０１９４】
以下の文中では、図14を参考に本発明の実施例に基づく相対位置特定設備の機能構造を
説明する。
【０１９５】
図14は、本発明の実施例による相対位置特定設備の機能構造図を図示した。
【０１９６】
図14に示すように、当該相対位置特定設備200は、当初方位角計算装置210、当初距離計
算装置220、及び当初位置特定装置230を含むことができる。
【０１９７】
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当該当初方位角計算装置210は、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対方
位角を計算するのに用いることができる。
【０１９８】
当該当初距離計算装置220は、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対距離
を計算するのに用いることができる。
【０１９９】
当該当初位置特定装置230は、前記当初相対方位角と前記当初相対距離により、前記第
一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対位置関係を確定するのに用いることができる
。
【０２００】
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一つの実施例では、当該当初方位角計算装置210は、本発明の実施例の相対方位角計算
方法により、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当初相対方位角を計算するのに使
用することができる。
【０２０１】
一つの実施例では、当該当初距離計算装置220は、以下の操作、即ち、前記第一移動端
末が前記第一信号の発信を完了した発信完了時刻を取得する操作、前記第一移動端末が第
二信号を受信した受信開始時刻を取得し、前記第二信号は前記第二移動端末が前記第一信
号を受信した後、前記第一移動端末に向けて発信した信号である操作、前記第二移動端末
が前記前記第一信号を処理し、処理結果により前記第二信号を生成し発信する処理操作の
タイムラグを取得する操作、ならびに、少なくとも、前記発信完了時刻、前記受信開始時
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刻、前記処理操作タイムラグ、及び前記第一信号と前記第二信号の伝播速度により、前記
当初相対距離を計算する操作の実行により、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の当
初相対距離を計算することができる。
【０２０２】
具体的には、当該当初距離計算装置220は、以下の操作、即ち、前記第一移動端末が前
記第二信号から解析した標識情報が、前記第一移動端末の標識情報を含むことに応じて、
前記受信開始時刻を取得する操作の実行により、前記第一移動端末が第二信号の受信を開
始した受信開始時刻を取得することができる。
【０２０３】
この他、前記第一信号は、複数の発信周波数間の色々な変化により示された前記第一移
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動端末の標識情報を含むことができ、前記第二信号は、複数の発信周波数間の色々な変化
により示された前記第一移動端末の標識情報と前記第二移動端末の標識情報を含むことが
できる。
【０２０４】
一つの実施例では、当該相対位置特定設備200は、更新方位角計算装置240、更新距離計
算装置250、及び更新位置特定装置260も含むことができる。
【０２０５】
当該更新方位角計算装置240は、前記当初相対位置関係の確定後、第一移動端末と第二
移動端末の慣性センサーデータを再取得し、再取得した慣性センサーデータにより、前記
第一移動端末と前記第二移動端末間の更新相対方位角を計算するのに用いることができる
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。
【０２０６】
当該更新距離計算装置250は、前記当初相対距離と再取得した慣性センサーデータによ
り、前記第一移動端末と前記第二移動端末間の更新相対距離を計算するのに用いることが
できる。
【０２０７】
当該更新位置特定装置260は、前記更新相対方向と前記更新相対距離により、前記第一
移動端末と前記第二移動端末間の更新相対位置関係を推定するのに用いることができる。
【０２０８】
一つの実施例では、当該相対位置特定設備200は、前記更新相対位置関係の推定後、前
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記更新相対位置関係の累計誤差を計算し、前記累計誤差が所定閾値以上か否かを判断し、
ならびに、前記累計誤差が前記所定閾値以上か否かに応じて、前記第一移動端末と前記第
二移動端末間の当初相対方位角と当初相対距離を再計算するのに用いることのできる、再
計算触発ユニット270も含むことができる。
【０２０９】
上記の当初方位角計算装置210、当初距離計算装置220、当初位置特定装置230、更新方
位角計算装置240、更新距離計算装置250、更新位置特定装置260、及び再計算触発ユニッ
ト270の具体的機能と操作が、既に上記、図1から図12までを参考にして説明した相対位置
特定方法の中で詳細に紹介されていることは明らかなので、その重複説明は省略する。
【０２１０】
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これから分かることは、本発明の実施例が、未知の環境での相対位置特定過程を実現す
ることのできる、即ち、移動端末が自力で、如何なるビーコンノードも必要とせず、二つ
或いは複数の移動端末相互間の相対位置特定のニーズを実現することのできる、移動端末
の相対位置特定設備を提供したと言うことである。この他、当該相対位置特定設備は、慣
性センサーデータに基づき、相対位置特定した移動端末の追跡を完成し、低エネルギー消
費で、リアルタイム相対位置特定のニーズも実現することができる。
【０２１１】
８．移動端末
この他、本出願は、移動端末に応用して、異なる移動端末間の相対位置特定の実現に用
いることもできる。
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【０２１２】
図15は、本発明の実施例による移動端末のハードウェア構造ブロックチャートを図示し
た。
【０２１３】
図15を参考に、移動端末（或いは、ノードと言う）が少なくとも必要とするユニット構
造を示したが、それには、ノードの動きの制御に用いる処理ユニットU1、無線ネットワー
クの構築に用いる無線ネットワークユニットU2、音声信号のコード化、受発信、TOF距離
測定の実現に用いる音声信号処理ユニットU3、方位角計算と追跡の実現に用いる慣性セン
サーユニットU4、信号受発信時刻の記録と、TOF距離測定アルゴリズムの実現に用いる計
時器U5、例えば、ノードの身分標識（主ノードNa及び/或いは従ノードNbの標識情報）、
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慣性センサーデータと信号受発信時間等、位置特定過程でのデータ保存に用いる保存ユニ
ットU6、電源供給に用いる電源供給ユニットU7を含む。
【０２１４】
勿論、上記ハードウェア構造は、ただの例に過ぎず限定するものではない。
【０２１５】
無線ネットワークユニットU2は、無線ネットワークを構築する無線ネットワーク信号に
用いる。言い換えれば、無線ネットワークユニットU2は、無線ネットワークの構築を担当
し、全ての移動端末（ノード）は同一無線ネットワーク中で同じ役割を共有する。あるノ
ードが他のノードの位置を特定する必要がある場合、それはNaに転換し位置特定過程を始
める。同時に他のノードはNbに転換し、Naに位置特定される。位置特定過程が終了すると
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、NaとNbはネットワーク中の普通のノードに戻り、同じ役割をもつ。実際の移動端末の応
用では、無線ネットワーク技術は、一般に、WiFi、ブルートゥース、或いはBLEである。
【０２１６】
音声信号処理ユニットU3の受発信する音声信号は、聴覚範囲内のものである。勿論、他
の典型的な応用については、この音声信号は超音波信号、或いは他の聴覚範囲周波数より
更に低い音声信号でも良い。実際の移動端末の応用では、移動端末は、一般に、スピーカ
やマイクに基づき音声信号を受発信する。一般の典型的な応用については、音声周波数は
、人の耳の可聴周波数以外に、超音波範囲（高周波数）、或いは超低周波範囲（低周波数
）でも良く、環境ノイズ或いは障害物の干渉を避けるために、例えば、20Hzから30Hzの音
声信号など、可聴範囲より低い（低周波数）音声信号を優先的に選択する。
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【０２１７】
計時器U5も、処理ユニットU1で、ソフトウェア方式で実現することができる。
【０２１８】
この他、図14の図示する相対位置特定設備200は、如何なる方式によっても、図15に図
示する移動端末と通信することができ、当該移動端末が、相対位置特定設備200の機能を
含んでさえいれば良い。
【０２１９】
一つに実施例では、当該相対位置特定設備200は、ソフトウェアモジュール及び/或いは
ハードウェアモジュールとして、当該移動端末中に集成することができ、言い換えれば、
当該移動端末は、当該相対位置特定設備200を含むことができる。例えば、移動端末がモ
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バイル電話器である時は、当該相対位置特定設備200は、当該モバイル電話器の操作シス
テム中の一つのソフトウェアモジュールであっても、或いは、当該モバイル電話器用に開
発されたアプリケーションであっても良く、勿論、当該相対位置特定設備200は、同様に
、当該モバイル電話器の多くのハードウェアモジュールの一つであっても良い。
【０２２０】
代わりに、一つの実施例では、当該相対位置特定設備200は、当該移動端末と分離した
設備でも良く、当該相対位置特定設備200が、有線及び/或いは無線ネットワークで当該移
動端末と接続し、決まったデータフォーマットに従って相互に信号を伝えても良い。
【０２２１】
以上の実施方式の説明により、当業者は、本発明が、ソフトウェアに、必要なハードウ
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ェアプラットフォームを加えた方式により実現でき、ソフトウェア、或いはハードウェア
によっても実施できることをはっきり理解することができる。このような理解を基に、本
発明の技術方案が背景技術に貢献する全部、或いは一部は、ソフトウェア製品の形式で実
体化することができ、当該コンピュータソフトウェア製品は、ROM/RAM、磁気ディスク、
光ディスク等のような記憶媒体に保存され、コンピュ−タ設備（コンピュータ、サーバ、
或いはネットワーク設備等がある）には、本発明の各実施例、或いは実施例の一部で述べ
る方法を実行させるのに用いる若干のコマンドが含まれる。
【０２２２】
以上、本発明の各実施例を詳細に説明したが、当業者は、本発明の原理と精神から逸脱
しない状況であれば、これらの実施例に、各種の修正、組合せ、或いはサブ組合せを行う
ことができ、その修正も本発明の範囲内に含まれることを理解しなければならない。

【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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