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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置からの伝送信号を受信する受信装置であって、
　第１の伝送信号と第２の伝送信号を受信する受信部と、
　上記第１伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞれをアナログデジタル変換するＡ／Ｄ
変換器と、上記アナログデジタル変換するタイミングを決定するサンプリングクロックを
生成するサンプリングクロック生成部と、を有するＡ／Ｄ変換部と、
　上記サンプリングクロックの位相をシフトする制御信号を出力する位相シフト部と、
　上記第１の伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞれの位相と上記サンプリングクロッ
クの位相とを、上記制御信号により同期させる同期捕捉部と、
　上記同期のずれが生じた場合に、上記サンプリングクロックの位相を上記制御信号によ
り調整する同期追跡部と、
　上記サンプリングクロックと上記制御信号それぞれの数を計測し、上記計測したサンプ
リングクロックと上記制御信号それぞれの数を用いて上記第１の伝送信号と上記第２の伝
送信号との受信時間差を計測する時間差計測部と、を有することを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記第１の伝送信号が測位信号を含むノートからの伝送信号であり、上記第２の伝送信
号が基準信号を含む基準局からの伝送信号であることを特徴とする受信装置。
【請求項３】
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　請求項１において、
　上記第１の伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞれが、ウルトラワイドバンド通信方
式の信号であることを特徴とする受信装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　上記第１の伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞれが、直接拡散されたインパルス列
からなる信号であることを特徴とする受信装置。
【請求項５】
　請求項１記載の受信装置により構成される基地局と、
　測位信号を含む上記第１の伝送信号を送信するノードと、基準信号を含む上記第２の伝
送信号を送信する少なくとも１つの基準局とを備え、
　上記基地局で上記第１の伝送信号と上記第２の伝送信号を受信することを特徴とする測
位測距システム。
【請求項６】
　請求項５において、 
　上記基地局が、上記受信時間差の計測と同時に上記第１の伝送信号と上記第２の伝送信
号に含まれるデータを受信する機能を具備することを特徴とする測位測距システム。
【請求項７】
　請求項５において、
　上記第１の伝送信号と上記第２の伝送信号を受信する複数の基地局と、
　上記複数の基地局とネットワークで接続されたサーバとを有し、
　上記複数の基地局それぞれの上記時間差計測部が、上記測位信号と上記基準信号とを受
信した時間差を計測し、
　上記サーバが、上記複数の基地局それぞれが計測した上記時間差を用いて上記ノードの
位置を算出する位置計算ユニットを有することを特徴とする測位測距システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の受信装置を備える第１の通信装置と、該第１の通信装置が送信した測
位信号を受信した後、基準信号を上記第１の通信装置に送信する第２の通信装置を有し、
　上記第１の通信装置は、上記測位信号を送信してから上記基準信号を受信するまでの時
間差を計測し、該時間差を用いて上記第１の通信装置と上記第２の通信装置との距離を算
出することを特徴とする測位測距システム。
【請求項９】
　送信装置からの伝送信号を受信する受信装置であって、
　第１の伝送信号と第２の伝送信号を受信する受信部と、
　テンプレート波形を発生させるテンプレート波形発生部と、
　制御信号に基づいて上記テンプレート波形を発生させる位相をシフトさせるタイミング
シフト部と、
　上記テンプレート波形と、受信した上記第１の伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞ
れとの相関をとる相関部と、
　上記相関部の出力信号をアナログデジタル変換するＡ／Ｄ変換器と、上記アナログデジ
タル変換するタイミングを決定するサンプリングクロックを生成するサンプリングクロッ
ク生成部と、を有するＡ／Ｄ変換部と、
　上記第１の伝送信号及び上記第２の伝送信号それぞれの位相と上記テンプレート波形を
発生させる位相とを、上記制御信号により同期させる同期捕捉部と、
　上記同期のずれが生じた場合に、上記テンプレート波形を発生させる位相を上記制御信
号により調整する同期追跡部と、
　上記サンプリングクロックと上記制御信号それぞれの数を計測し、上記計測したサンプ
リングクロックと上記制御信号それぞれの数を用いて上記第１の伝送信号と上記第２の伝
送信号との受信時間差を計測する時間差計測部と、を有することを特徴とする受信装置。
【請求項１０】
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　請求項９記載の受信装置により構成される基地局と、
　測位信号を含む上記第１の伝送信号を送信するノードと、
　基準信号を含む上記第２の伝送信号を送信する少なくとも１つの基準局とを備え、
　上記基地局で上記第１の伝送信号と上記第２の伝送信号を受信することを特徴とする測
位測距システム。
【請求項１１】
　請求項９に記載の受信装置を備える第１の通信装置と、該第１の通信装置が送信した測
位信号を受信した後、基準信号を上記第１の通信装置に送信する第２の通信装置を有し、
　上記第１の通信装置は、上記測位信号を送信してから上記基準信号を受信するまでの時
間差を計測し、該時間差を用いて上記第１の通信装置と上記第２の通信装置との距離を算
出することを特徴とする測位測距システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信機能を持つ端末ノードの位置を測定するのに適した受信装置および
周波数偏差計測ユニットおよびそれらを用いた測位測距システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　センシング機能を持った装置が周辺のいたるところに設置されてセンシング装置が無線
によりネットワークを構成することで、現実世界の情報を効率的にインターネット等の情
報ネットワークに取り込むワイヤレス・センサ・ネットワーク（以下「センサネット」と
略称する）が注目を集めている。このセンサネットとは、センサ、マイコン、無線通信機
、電源を備えた無数のノード（端末）が、センサによって人や物や環境などの状況を計測
し、自律的にネットワークを構成するという概念である。流通、自動車、農業など様々な
分野への適用が検討されている。
【０００３】
　センサネット実現のためには、ノードを対象物に設置し、長時間かつ継続的に状態を検
知する必要がある。そのため、ノードには小型かつ低消費電力であることが要求される。
また、多数のノードを分散配置するため、ノードの管理が重要技術となる。
【０００４】
　一方、センサネット向け無線としても、やはり低電力な通信技術が求められている。超
広帯域ウルトラワイドバンド（Ultra Wide Band）（以下「ＵＷＢ」と略称する）通信機
は低消費電力で小型となる可能性を持ち、センサネット向け通信機として期待されている
。ＵＷＢ無線通信とは、帯域幅が500MHz以上、または中心周波数に対する帯域幅の比率が
20%以上あるような電波を用いる方式と定義されている。ＵＷＢ通信はデータを極めて広
い周波数帯に拡散して送受信を行なうものであり、単位周波数帯域当たりの信号エネルギ
ーは極めて小さい。従って、他の通信システムに干渉を与えることなく通信が可能となり
、周波数帯域の共有が可能になる。
【０００５】
　ＵＷＢ通信の一例として、ガウシアンモノパルスをパルス位置変調ＰＰＭ（Pulse Posi
tion Modulation）方式で変調するＵＷＢ－ＩＲ（Ultra Band - Impulse Radio）通信シ
ステムが非特許文献１に開示されている。このようなパルス信号との同期を実現する方法
として、例えば、テンプレート・パルスの発生タイミングを所定の間隔でシフトさせ相関
を取る方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　ＵＷＢではパルス信号を用いることが可能なため、高精度な位置測定が可能な技術とし
ても知られている。例えば、特許文献２には、二つの無線機間でのパケット送信およびそ
の応答手続きを利用して測距・測位をする測距・測位システムが開示されている。特許文
献３には、受信パルス波形とテンプレート波形の相関をとって同期を獲得する際のタイミ
ング調整量に基づいて送受信機間の距離の変化を検出する受信機を具備する位置検出シス
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テムが開示されている。
【０００７】
　また、ノードの位置測定システムとして、ノードからの信号を複数の基地局で受信し、
その到達時間差ＴＤＯＡ（Time Difference of Arrival）を利用してノードの位置を算出
する技術が知られている。例えば、特許文献４には、複数の基地局が、ノードからの測位
信号と基準局からの基準信号の受信時間差を測定し、その受信時間差を元にＴＤＯＡを利
用して測位する方法が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２４１９２７号公報
【特許文献２】特開２００４－２５８００９号公報
【特許文献３】特開２００４－２５４０７６号公報
【特許文献４】特開２００５－１４０６１７号公報
【非特許文献１】モエ・ゼット・ウィン（Moe Z. Win）他著、「インパルスラジオ：その
動作（Impulse Radio: How It Works）」、米国文献アイ・イー・イー・イー・コミュニ
ケーションズ・レターズ（IEEE Communications Letters）第２巻第２号、ｐｐ．３６－
３８（１９９８年２月）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　測位測距システムにおける課題のひとつは、測位精度の向上である。特許文献２に記載
のシステムでは、測距精度の向上のために高速な発振器と高速なカウンタが必要となる。
また、送受信機がそれぞれ所定周波数のクロックを発生する別個のクロック発生器を備え
ているが、測距精度は、送受信機の各クロック発生器の精度および安定性に影響される。
すなわち、送受信機の各発振器の周波数偏差は、測距精度の誤差要因となる。
【００１０】
　特許文献３に記載のシステムでは、送受信機間の距離の変化を検出することが可能とな
るが、送信機の位置を特定することはできない。また、送受信機がそれぞれ所定周波数の
クロックを発生する別個のクロック発生器を備えているが、距離の変化を特定する精度は
、送受信機の各クロック発生器の精度および安定性に影響される。すなわち、送受信機の
各発振器の周波数偏差は、測距精度の誤差要因となる。
【００１１】
　特許文献４に記載のＴＤＯＡを利用して測位するシステムでも、到達時間差の計測精度
が測位精度に影響する。一般に、高精度な時間差計測には、高速な発振器と高速なカウン
タが必要となり、消費電力、回路規模が増大してしまう。また、時間差計測の精度は、発
振器の周波数精度および安定性に依存する。すなわち、発振器の周波数偏差は、時間差計
測の誤差要因となる。しかしながら、高精度かつ安定な発振器は高額であり、装置のコス
トが増大してしまう。
【００１２】
　一方で、測位測距システムには、装置の低消費電力化、小型化、低コスト化が求められ
ている。従って、高精度な時間差計測のために、高速、高精度かつ安定な発振器および高
速なカウンタを用いる方法は好ましくない。
【００１３】
　本発明の目的は、時間差を計測して測位を行うものにおいて、高精度な時間差計測を、
低消費電力、小型かつ低コストの装置で行えるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通
りである。  
　本発明は、送信装置からの伝送信号を受信する受信装置であって、
　上記伝送信号を受信する受信部と、上記伝送信号をアナログデジタル変換するＡ／Ｄ変
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換部と、上記Ａ／Ｄ変換部がアナログデジタル変換するタイミングの位相をシフトさせる
位相シフト部と、上記位相シフト部にて位相シフトさせた値を用いて、第１の伝送信号と
第２の伝送信号との受信時間差を計測する時間差計測ユニット、とを有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、低速なクロック、制御信号およびカウンタを用いて高精度な時間差計
測を行うことが可能となり、高速なクロックおよびカウンタを使用することなく、低消費
電力、小型かつ低コストの装置で、高精度な測位が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る受信装置や測位測距システムの実施例を、以下添付図面を用いて詳細に説
明する。
【実施例１】
【００１７】
　本発明の第１の実施例に係る受信装置及びそれを用いた測位測距システムに関して、図
１ないし図１２で説明する。まず、実施例１のシステムの構成及び動作の概要について、
図１ないし図３で説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施例１に係る測位測距システムの構成である。測位測距システムは
、測位信号を送信する（被測位対象である）複数のノード（ＮＯＤ）１００(１００ａ，
１００ｂ，…)、基準信号を送信する基準局（ＲＳ）１１０、測位信号および基準信号を
受信する複数の基地局（ＡＰ）１２０(１２０ａ，１２０ｂ，１２０ｃ)、測位サーバ（Ｐ
Ｓ）１３０、各基地局１２０および測位サーバ１３０をつなぐネットワーク（ＩＮＴ）１
４０、から構成される。なお、参照符号の添え字ａ，ｂ，ｃは、同じ構成要素であること
を示し、添え字を省略する場合は、その同一構成要素を指すものとする。また、ＮＯＤ、
ＲＳ、ＡＰ及びＰＳは、いずれも送受信の機能を備えているが、ここでは説明を簡単にす
るために、本発明の実施例に関して必要な送受信機能を主体にして説明する。
【００１９】
　実施例１のシステムを構成する各要素の構成例の概要を図２（図２Ａ～図２Ｄ)で説明
する。  
　図２Ａは、ノード（ＮＯＤ）１００の構成例を示すブロック図である。各ノードは、信
号送信制御部１０１、信号作成部１０２及びアンテナ１０３を備えている。信号送信制御
部１０１は、ノード自体に内蔵又は接続されているセンサやタイマからの情報等に基づい
て、そのノードが信号送信制御部１０１からの命令を受けて測位信号Ｓ１０１を作成し、
アンテナ１０３から送信する。この測位信号は、ノード毎に固有に割り当てられた波形と
なっており、各ノードが送信した測位信号を識別可能になっている。
【００２０】
　図２Ｂは、基準局（ＲＳ）１１０の構成例を示すブロック図である。基準局は、ベース
バンド部（ＢＢＭ）１１１、アナログデジタル変換部（以下「Ａ／Ｄ変換部」と略称する
）（ＡＤＭ）１１２、ＲＦフロントエンド部（ＲＦＦ）１１３、送信受信切替スイッチ（
ＳＷＴ）１１５、アンテナ（ＡＮＴ）１１７、信号送受信制御部１１８、送信信号生成部
１１９から構成される。ＡＤＭ１１２及びＲＦＦ１１３は、同期をとるべきクロック信号
の発生源としてＳＣＧ１１４やＣＬＫ１１６を有している。基準局は、ノード１００が送
信した測位信号Ｓ１０１を受信し、その後に、送信信号生成部１１９で作成された固有の
波形の基準信号Ｓ１１１を送信する機能を備えている。
【００２１】
　図２Ｃは、基地局（ＡＰ）１２０の構成例を示すブロック図である。基地局は、ベース
バンド部（ＢＢＭ）１２１、アナログデジタル変換部（ＡＤＭ）１２５、ＲＦフロントエ
ンド部（ＲＦＦ）１２７及びアンテナ（ＡＮＴ）１２９から構成される。ＡＤＭ１２５及
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びＲＦＦ１２７は、同期をとるべきクロック信号の発生源ＳＣＧ１２６、ＣＬＫ１２８を
有している。ベースバンド部１２１は、受信した信号に含まれる送信局を特定可能な情報
に基づいて、該信号を送信したノード又は基準局を特定する機能を備えている。ベースバ
ンド部１２１は、さらに、ＳＣＧで生成されたクロック信号の位相を変化させるシフト信
号を生成してクロック信号の位相を変化させ伝送信号と上記クロック信号との同期捕捉を
行う同期捕捉部（ＴＲＰＭ）１２２、クロック信号およびシフト信号とを用いて測位信号
と基準信号とを受信した時間差を計測する時間差計測部（ＴＤＭＭ）１２３も備えている
。
【００２２】
　なお、図２Ｂに示すように、基準局（ＲＳ）１１０を構成する通信装置にも、基地局（
ＡＰ）１２０と同様に、同期捕捉部（ＴＲＰＭ）や時間差計測部（ＴＤＭＭ）を備えるよ
うにしても良い。また、基地局（ＡＰ）１２０にも、基準局（ＲＳ）１１０と同様な送信
機能を持たせても良い。
【００２３】
　図２Ｄは、測位サーバ１３０（ＰＳ）の構成例を示すブロック図である。測位サーバは
、通信部１３１、測位・測距部１３２の各機能及びシステム情報データベース１３３を備
えている。通信部１３１は、測位サーバをネットワーク１４０に接続するインターフェー
スとして機能し、基地局から送られる測位情報通知を受けて、測位・測距部１３２に送る
。測位・測距部１３２は、測位情報通知に含まれる各基地局における信号受信時刻差の情
報及びシステム情報データベース１３３から得た各基地局及び基準局の位置等の情報に基
づいてノード１００の位置を算出する。
【００２４】
　図３は、第１の実施例の測位・測距システムにおける信号の送受信の概要を示すシーケ
ンス図である。
【００２５】
　ノード１００は、位置計算を希望する任意の時刻、例えば、定期的に、又は、ノードに
設けられたセンサが異常を検出したときに、周辺の基準局１１０と基地局１２０に対して
測位信号Ｓ１０１を含む伝送信号を送信する。基準局１１０は、測位信号を含む伝送信号
を受信した後、基準信号Ｓ１１１を含む伝送信号を送信する。各基地局は、測位情報、例
えば測位信号の受信時刻と基準信号の受信時刻との時間差及び基地局を識別するためのＩ
Ｄその他の情報を、ネットワークを経由してサーバ１３０に送付する。
【００２６】
　ここで、各基地局１２０は、伝送信号を受信した際、この伝送信号例えば測位信号とサ
ンプリングクロックとの同期捕捉を行う。同期捕捉が確立された後、伝送信号の復調・同
期追跡を行う。各基地局は、同期捕捉、復調・同期追跡などの伝送信号の受信処理と並行
して、測位信号と基準信号の受信時間差の計測処理を行い、その結果に基づく情報をサー
バ１３０に送付する。
【００２７】
　サーバ１３０は、これらの情報と、サーバが持つデータベースに記録されている情報と
から、ノードの座標を算出して測位・測距を行う。
【００２８】
　次に、実施例１のシステムの具体的な構成、動作原理、作用及び効果について、図４な
いし図１２で説明する。
【００２９】
　まず、本発明に係る基地局１２０における受信装置は、例えば図４に示すような、間欠
的なインパルス列を受信するＵＷＢ－ＩＲ受信装置で構成される。
【００３０】
　空間を隔てて別個に存在する送信装置において、例えば、ＢＰＳＫ変調（Ｂｉｎａｒｙ
　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：２値のデジタル位相変調）および直接拡散さ
れたパルス列を空間に送信し、本受信装置のアンテナで、空間を伝搬してきたパルス列信
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号を受信する。空間を伝搬する信号は、例えば、幅が約２ｎｓのパルスが、間隔約３０ｎ
ｓで送信されるインパルス列である。インパルスの形状は例えば１次ガウシアン波形とな
っており、さらに約４ＧＨｚの搬送波によりアップコンバートされた波形が用いられる。
【００３１】
　受信装置は、アンテナ（ＡＮＴ）４１０、ＲＦフロントエンド部（ＲＦＦ）４２０、ア
ナログデジタル変換部（以下「Ａ／Ｄ変換部」と略称する）（ＡＤＭ）４３０、ベースバ
ンド部（ＢＢＭ）４４０から構成される。
【００３２】
　ＲＦフロントエンド部４２０は、ローノイズアンプ（ＬＮＡ）４２１、ミキサ（ＭＩＸ
）４２２ｉ，４２２ｑ、π／２位相シフタ（ＱＰＳ）４２３、クロック発生器（ＣＬＫ）
４２４、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４２５ｉ，４２５ｑ、及び可変ゲインアンプ（ＶＧ
Ａ）４２６ｉ，４２６ｑから構成される。
【００３３】
　なお、添え字ｉ，ｑは、それぞれＩ信号成分（同相信号：In Phase）、Ｑ信号成分（直
交信号：Quadrature）用を示しており、以下の説明では、特に必要でない限りｉ，ｑの添
え字は省略する。
【００３４】
　アンテナ４１０から受信されたパルス信号（間欠的なパルス列）はローノイズアンプ４
２１で増幅された後、ミキサ４２２に与えられる。ミキサ４２２にはクロック発生器４２
４が生成する約４ＧＨｚのクロック信号が与えられ、その結果ミキサ４２２の出力は４Ｇ
Ｈｚ帯の搬送波と、パルス幅が約２ｎｓのガウシアン波形のインパルス信号とに分離され
る。この時、ミキサ４２２ｉにはクロック発生器４２４の出力信号が直接与えられて同相
の出力信号であるＩ信号が出力される。一方、ミキサ４２２ｑには、クロック発生器４２
４のクロック信号がπ／２位相シフタ（ＱＰＳ）４２３を経て位相がπ／２遅延されたク
ロック信号が供給されるため、出力信号は直交成分であるＱ信号となる。
【００３５】
　ミキサ４２２で分離された信号は、ローパスフィルタ４２５で弁別され、周波数の高い
４ＧＨｚの搬送波は遮断される。従って、ガウシアンのインパルス波形だけがローパスフ
ィルタ４２５から出力される。これらインパルス信号は、可変ゲインアンプ４２６で増幅
され、ＲＦフロントエンド部４２０からそれぞれＩ信号Ｓ４２７ｉ、Ｑ信号Ｓ４２７ｑと
して出力される。
【００３６】
　Ａ／Ｄ変換部４３０は、Ａ／Ｄ変換器（ＡＤＣ）４３１とサンプリングクロック生成部
（ＳＣＧ）４３３から構成され、ＲＦフロントエンド部の出力信号であるＩ信号Ｓ４２７
ｉとＱ信号Ｓ４２７ｑのガウシアン波形インパルス信号が入力され、Ａ／Ｄ変換器ＡＤＣ
４３１によりデジタル信号に変換され出力される。
【００３７】
　入力信号Ｓ４２７ｉ，Ｓ４２７ｑはそれぞれ複数に分割されて、内部の個々のＡ／Ｄ変
換器４３１に与えられ、デジタル信号Ｓ４３２に変換される。各Ａ／Ｄ変換器４３１にお
いて、入力信号Ｓ４２７をデジタル値に変換するためのサンプリングタイミングは、サン
プリングクロックＳ４３５により制御される。サンプリングクロックＳ４３５は、サンプ
リングクロック生成部４３３から与えられ、その周期は、受信インパルス列のパルス繰返
し周期と等しい。すなわち、インパルス列のパルスと同期したタイミングで、サンプリン
グを行う。
【００３８】
　しかしながら、送信装置と受信装置は空間を隔てて別個に存在し、それぞれ同期を取っ
ているわけではない。そのため、受信インパルス列とサンプリングクロックの位相は一致
しない。従って、受信インパルス列とサンプリングクロックの位相を一致させる、同期捕
捉という動作が必要となる。
【００３９】
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　ここで、同期をとるべきクロック信号に２種類あることを説明する。一つ目は、図４の
ＲＦフロントエンド部ＲＦＦ４２０で用いられる４ＧＨｚ周波数のクロック信号であり、
二つ目は、Ａ／Ｄ変換部４３０で用いられる、インパルス列が約３０ｎｓ間隔で送られる
ことに対応した約３２ＭＨｚ周波数のクロック信号である。
【００４０】
　４ＧＨｚ信号成分は、ＲＦフロントエンド部ＲＦＦ４２０において受信された信号をＩ
成分とＱ成分に分割し、ベースバンド部ＢＢＭで信号を復元しているが、この方法により
位相差に関して同期をとらなくても対応可能となっている。
【００４１】
　一方で、約３２ＭＨｚ間隔のインパルス列については、以下に説明する同期捕捉や同期
追跡を行なう必要がある。
【００４２】
　図５に、ベースバンド部４４０のブロック図を示す。ベースバンド部４４０は、マッチ
トフィルタ部（ＭＦＭ）５１０、同期捕捉部（ＴＲＰＭ）５２０、データ保持タイミング
制御部（ＤＬＴＣＴＬ）５３０、データ保持部（ＤＬＭ）５４０、復調部（ＤＥＭＭ）５
５０、同期追跡部（ＴＲＣＫＭ）５６０、サンプリングタイミング制御部（ＳＴＣＴＬ）
５７０、時間差計測部（ＴＤＭＭ）５８０から構成される。
【００４３】
　Ａ／Ｄ変換部４３０から与えられる複数のデジタル化されたＩ、Ｑ信号Ｓ４３２ｉａ～
ｃとＳ４３２ｑａ～ｃは、マッチトフィルタ部５１０において期待される拡散符号とのマ
ッチング（整合）度合いを検出し、測定結果を信号Ｓ５１１として出力する。
【００４４】
　同期捕捉部５２０は、信号Ｓ５１１ｉａおよびＳ５１１ｑａを用いて受信信号（インパ
ルス列）の同期捕捉を行なう。同期捕捉が確立されていない間は信号Ｓ５２２をサンプリ
ングタイミング制御部５７０へ出力し、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４
４２を用いてＡ／Ｄ変換部４３０が受信信号をデジタル変換するタイミングを変えていく
。同期捕捉が確立すると、同期タイミングの情報が信号Ｓ５２１を経てデータ保持タイミ
ング制御部５３０に伝えられる。
【００４５】
　データ保持タイミング制御部５３０は、受信信号Ｓ５１１と同期の取れたタイミングで
制御信号Ｓ５３１をデータ保持部５４０に与え、データ保持部５４０はそのタイミングに
合ったデータだけを信号Ｓ５４１として復調部５５０および同期追跡部５６０に伝える。
復調部５５０ではデータ保持部５４０によって選ばれた信号Ｓ５４１をもとにデータを復
調し、デジタルデータＳ４４３を出力する。
【００４６】
　また、同期追跡部５６０では、データ保持部５４０によって選ばれた信号Ｓ５４１をも
とに、受信信号Ｓ４２７との同期ずれがおきていないかを検出し、同期ずれが起きている
場合にはサンプリングタイミング制御部５７０を介してサンプリングタイミング制御信号
Ｓ４４１，Ｓ４４２によりＡ／Ｄ変換部４３０のデジタル変換タイミングを調整する。
【００４７】
　サンプリングタイミング制御部５７０では、同期捕捉部５２０および同期追跡部５６０
からの信号をもとに、Ａ／Ｄ変換部４３０のデジタル変換タイミングを調整する。同期捕
捉部５２０から信号Ｓ５２２が出力された場合、サンプリングタイミング制御部５７０を
介してサンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１が出力され、デジタル変換タイミングを
通常よりも微小時間、例えば０．５ｎｓ程度、遅らせる。すなわち、通常のデジタル変換
の周期（Tckとする）はインパルス間隔と等しいが、当該信号Ｓ４４１が出力された場合
は、デジタル変換の間隔がTck+Tsとなる。ただし、Tsは当該信号Ｓ４４１が出力された場
合のデジタル変換のタイミングシフト時間である。
【００４８】
　また、デジタル変換のタイミングは、同期追跡部５６０の出力信号Ｓ５６１に応じて調



(9) JP 4829571 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

整される。Ａ／Ｄ変換部４３０に入力されるアナログ信号Ｓ４２７に対してデジタル変換
タイミングが進んでいる場合、同期追跡部５２０が検知し、サンプリングタイミング制御
部に伝えられ、制御信号Ｓ４４１が出力されて、デジタル変換タイミングを通常よりもTs
遅らせる。逆にアナログ信号Ｓ４２７に対してデジタル変換タイミングが遅れている場合
、制御信号Ｓ４４２が出力されて、デジタル変換タイミングを通常よりもTs進ませる。
【００４９】
　すなわち、サンプリングタイミング制御部５７０から制御信号Ｓ４４１が出力された場
合、サンプリングクロックＳ４３５の周期は１周期だけTck+Tsとなり、制御信号Ｓ４４２
が出力された場合、Ｓ４３５の周期は１周期だけTck-Tsとなる。このようにサンプリング
クロックＳ４３５の周期を制御することで、同期捕捉、同期追跡が可能となる。
【００５０】
　パルス信号を受信するＵＷＢ－ＩＲ通信の受信装置の基本動作は、次のとおりである。
すなわち、パルス信号をアンテナ４１０で受け取り、ＲＦフロントエンド部４２０で必要
な周波数の整形された波形を抽出し、Ａ／Ｄ変換部４３０でデジタル信号に変換し、ベー
スバンド部４４０でデジタル信号処理を行なうことで通信データＳ４４３を取り出して出
力する。
【００５１】
　本実施例のＵＷＢ－ＩＲ受信装置におけるベースバンド部４４０には、測位用に、時間
差計測部５８０が追加されている。本時間差計測部５８０は高精度な計測を低消費電力で
実現するものであり、受信装置に元々備えている機能と比較的低速のカウンタを使用して
高精度な時間差計測を行う。
【００５２】
　この時間差計測を行う時間差計測部の具体的な構成例を図６に示す。時間差計測部５８
０は、カウンタ（ＣＮＴ）６１０、レジスタ（ＲＥＧ）６２０、遅延部（Ｄ）６３０、時
間差計算部（ＴＤＣＡＬ）６４０から構成される。なお、時間差計測部５８０の詳細につ
いては、後で説明する。
【００５３】
　この実施例の測位システムの仕組みを、ノード１００ａの位置測定を行う場合の例を用
いて、図７ないし図８を参照しながら、より詳細に説明する。
【００５４】
　まず、図７により、本発明に係る測位システムの原理を説明する。  
　図７において、Ｔｘは送信、Ｒｘは受信を示す。ノード１００ａが送信した測位信号Ｓ
１０１は、時間TNR後に基準局１１０に受信され、TNA,a後に基地局１２０ａに受信される
。基準局１１０は、測位信号Ｓ１０１を受信してからTRP後に、基準信号Ｓ１１１を送信
する。基準信号Ｓ１１１は、送信されてからTRA,a後に、基地局１２０ａに受信される。
基地局１２０ａは、測位信号Ｓ１０１を受信してから基準信号Ｓ１１１を受信するまでの
時間Tmeas,aを計測する。この時、以下の式が成立する。
TNR + TRP + TRA,a = TNA,a + Tmeas,a　　　　　　 ……　　　　　　（１ａ）
　また、測位信号Ｓ１０１および基準信号Ｓ１１１は、基地局１２０ｂ，１２０ｃにも受
信され、
TNR + TRP + TRA,b = TNA,b + Tmeas,b　　　　　　 ……　　　　　　（１ｂ）
TNR + TRP + TRA,c = TNA,c + Tmeas,c　　　　　　 ……　　　　　　（１ｃ）
が成立する。ここで、
TNR：ノード１００ａが測位信号Ｓ１０１を送信してから、基準局１１０が測位信号Ｓ１
０１を受信するまでの時間
TRP：基準局１１０が測位信号Ｓ１０１を受信してから、基準信号Ｓ１１１を送信するま
での時間
TRA,a，TRA,b，TRA,c：基準局１１０が基準信号Ｓ１１１を送信してから、基地局１２０
ａ，１２０ｂ，１２０ｃが基準信号Ｓ１１１を受信するまでの時間
TNA,a，TNA,b，TNA,c：ノード１００ａが測位信号Ｓ１０１を送信してから、基地局１２
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０ａ，１２０ｂ，１２０ｃが測位信号Ｓ１０１を受信するまでの時間
Tmeas,a，Tmeas,b，Tmeas,c：基地局１２０ａ，１２０ｂ，１２０ｃが、測位信号Ｓ１０
１を受信してから、基準信号Ｓ１１１を受信するまでの時間
である。
【００５５】
　式（１ａ）および式（１ｂ）から以下の式が導かれる。
TNA,a - TNA,b = (TRA,a - TRA,b) - (Tmeas,a - Tmeas,b)　　……　　　　　　（２）
ここで、TRA,a，TRA,bはそれぞれ基準局１１０と基地局１２０ａ，１２０ｂとの間の距離
を光速で除した値に等しい。また、Tmeas,a，Tmeas,bは基地局１２０ａ，１２０ｂがそれ
ぞれ計測した値であるため、式（２）の右辺は既知の値となる。
【００５６】
　従って、測位信号Ｓ１０１が基地局１２０ａ，１２０ｂに到達した時間差TNA,a - TNA,
bを算出することができる。同様にして、３基の基地局１２０への到達時間差ＴＤＯＡを
知ることができ、ノード１００ａの位置測定が可能となる。なお、本説明では、基地局の
数を３基としているが、これに限るものではない。
【００５７】
　図８は、ノード１００から送信される測位信号Ｓ１０１および基準局１１０から送信さ
れる基準信号Ｓ１１１の構成例を示す。当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１は、プリアンブル３
１０、フレーム開始部（Start Frame Delimiter、以下「ＳＦＤ」と略称する）３２０、
ヘッダ３３０、データ３４０から構成される。ヘッダ内やデータ内には誤り検出用のＣＲ
Ｃ符号等が含まれていてもよい。
【００５８】
　プリアンブル３１０は、当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１を受信した装置において同期の捕
捉に使用される。ＳＦＤ３２０は、プリアンブル３１０の終了およびヘッダ３３０の始ま
りを示す特定のビットパターンである。ヘッダ３３０には、当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１
の送信元の識別子および受信先の識別子などの情報等が格納される。データ３４０には当
該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１の送信元からの情報が格納される。
【００５９】
　当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１を通信用の信号とすることで、通信と同時に測位を行うこ
とが可能となる。また、ノード１００、基準局１１０において測位用の特別な信号を生成
する必要がなくなり、装置が簡易化される。
【００６０】
　当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１の送信時刻あるいは受信時刻は、ある特定の部分を送信あ
るいは受信した時刻と定める。例えば、当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１のＳＦＤ３２０を送
信し終えた時刻を送信時刻と定め、受信し終えた時刻を受信時刻と定める。
【００６１】
　本測位システムにおいて、測定されるノード１００の位置精度は、到達時間差ＴＤＯＡ
の精度、すなわち、基地局１２０で計測する時間Tmeasの精度に依存する。さらに、複数
基地局１２０a、１２０b、１２０c間の計測時間誤差に依存する。例えば、３０ｃｍの位
置精度を得るには、約１ｎｓの時間精度が必要となる。精度１ｎｓで時間差を計測する場
合、通常、１ＧＨｚの発振器と１ＧＨｚで動作するカウンタを用いる。しかし、このよう
な高速な発振器、カウンタを使用すると消費電力、回路規模が増大してしまう。
【００６２】
　本実施形態では、比較的低速の発振器と低速のカウンタを使用して、高精度な時間差計
測を行い、消費電力、回路規模を低減する。
【００６３】
　以下、その詳細を図９から図１１を用いて説明する。  
　まず、図９を用いて、同期捕捉の方法を説明する。Ａ／Ｄ変換部４３０に入力されるイ
ンパルス列Ｓ４２７と、サンプリングクロックＳ４３５の位相が一致していない場合、Ａ
／Ｄ変換されたデジタル信号Ｓ４３２は、ノイズレベルの値となる。インパルス列Ｓ４２
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７とサンプリングクロックＳ４３５の位相が一致している場合、パルスをサンプリングし
た出力がデジタル信号Ｓ４３２に出力される。
【００６４】
　デジタル信号Ｓ４３２はベースバンド部４４０に入力され、当該信号Ｓ４３２のレベル
から位相の一致／不一致の判定を行う。位相が一致していない場合、シフト信号（タイミ
ングシフト時間＝Ｔs）を生成して位相の調整を行う。
【００６５】
　すなわち、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１を出力し、サンプリングクロック
Ｓ４３５の周期を一定時間（Ts）長くあるいは短くシフトすることで、サンプリングタイ
ミングをシフトさせる。この処理を、インパルス列Ｓ４２７とサンプリングクロックＳ４
３５の位相が一致するまで繰返す。このように、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４
１により、サンプリングクロックＳ４３５の位相をずらすことで、インパルス列Ｓ４２７
との同期捕捉を行う。
【００６６】
　Ａ／Ｄ変換部４３０のＡ／Ｄ変換器４３１ｉａ、４３１ｉｂ、４３１ｉｃには、例えば
、それぞれ０．５ｎｓの遅延差を持つサンプリングクロックが与えられる。すなわち、ガ
ウシアンインパルス信号が２ｎｓの幅を持つ場合に、このインパルス信号を０．５ｎｓず
つ異なる位置でデジタル値に変換し、出力する。これらの、異なる位置でデジタル値に変
換された値は、同期追跡に用いられる。
【００６７】
　一度同期捕捉が確立した後でも、送信装置と受信装置のクロックに周波数偏差が存在す
る場合、次第に同期ずれが生じる。ＵＷＢ－ＩＲ方式では、間隔の短い２ｎｓ程度のイン
パルスに対して同期を行なう必要がある。送信装置および受信装置のクロック発生に用い
られる水晶発振子の周波数精度が高ければ同期追跡は不要であるが、精度の高い水晶発振
子は高額になる。低コスト化を目指すためには、精度の悪い水晶発振子を用いても受信で
きるシステムでなければならない。そのために、同期追跡という動作が必要となる。
【００６８】
　この同期追跡について、図１０ないし図１１で説明する。図１０に同期追跡の概念図を
示し、図１１は、時間差計測の原理を示す。  
　まず、図１０において、パルスのピークをサンプリングしている状態８３０から、周波
数偏差のため、状態８１０，８２０に示すように、パルスのピークとサンプリングタイミ
ングにずれが生じる。
【００６９】
　ベースバンド部４４０では、Ａ／Ｄ変換された３点のデジタル信号Ｓ４３２を用いてこ
のずれを検出し、制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２を通じてサンプリングクロックＳ４３５の
周期を調整する。すなわち、状態８１０に示すように、サンプリングクロックＳ４３５が
インパルスに対して進んでいる場合、シフト信号によりサンプリングクロックＳ４３５の
周期を一定時間（Ts）長くする。また、状態８２０に示すように、サンプリングクロック
Ｓ４３５がインパルスに対して遅れている場合、シフト信号によりサンプリングクロック
Ｓ４３５の周期を一定時間（Ts）短くする。
【００７０】
　サンプリングクロック生成部４３３は、上述のように、ベースバンド部４４０から与え
られるサンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２に応じて、Ａ／Ｄ変換器４３
１のサンプリングタイミングを決定するサンプリングクロックＳ４３５ｉａ～ｃ、Ｓ４３
５ｑａ～ｃを生成する。
【００７１】
　ベースバンド部４４０は、デジタル値に変換された受信信号Ｓ４３２を用いて同期捕捉
、同期確認、信号復調、同期追跡、時間差計測といった信号処理、およびＡ／Ｄ変換部４
３０のサンプリングタイミング制御を行なう。復調されたデータＳ４４３および測位デー
タＳ４４４はベースバンド部から出力されて上位レイヤに伝えられ、上位レイヤでデータ
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処理が行なわれる。
【００７２】
　次に、時間差計測の原理を、図１１を参照しながら説明する。図１１は、測位信号Ｓ１
０１および基準信号Ｓ１１１受信時の、基地局１２０の受信装置のタイミングチャートで
ある。測位信号Ｓ１０１との同期捕捉が確立されていない間は、サンプリングタイミング
制御信号Ｓ４４１により、サンプリングクロックＳ４３５の周期を変え、同期の捕捉を行
う。測位信号Ｓ１０１を受信し、同期捕捉が確立されると、復調および同期追跡を開始す
る。
【００７３】
　送信装置と受信装置のクロックに周波数偏差が存在するため、一度同期が確立した後で
も、次第に同期ずれが生じる。同期追跡部５６０でそのずれを検知し、制御信号Ｓ４４１
，Ｓ４４２を介してサンプリングクロックＳ４３５の周期を調整する。
【００７４】
　受信装置は、測位信号Ｓ１０１のデータ３４０を受信し終えると、同期捕捉を行う。基
準信号Ｓ１１１との同期捕捉が確立された後、復調・同期追跡を行う。
【００７５】
　基地局１２０は、測位信号Ｓ１０１を受信してから、基準信号Ｓ１１１を受信するまで
の時間Tmeasを計測する。ここでは、当該信号Ｓ１０１，Ｓ１１１の受信時刻を、ＳＦＤ
３２０を受信し終えた時刻とする。
【００７６】
　サンプリングクロックＳ４３５の周期は、通常はTckであり、制御信号Ｓ４４１，Ｓ４
４２が出力された場合はそれぞれTck+Ts，Tck-Tsとなる。これを利用すると、測位信号Ｓ
１０１と基準信号Ｓ１１１の受信時間差Tmeasは以下の式で与えられる。
Tmeas = Tck・Nck + Ts・(Np - Nm) 　　　　　　　　　　 ……（３）
ただし、
Tck：通常のサンプリングクロック周期
Ts：タイミングシフト時間
Nck：パルスサンプリング用クロックのカウント数　
Np，Nm：+Ts，-Tsのサンプリングタイミング制御信号のカウント数
である。
【００７７】
　すなわち、該受信時間差Tmeasは、サンプリングクロックＳ４３５およびその制御信号
Ｓ４４１，Ｓ４４２の数をカウントすることで算出される。
【００７８】
　この受信時間差の算出は、時間差計測部（ＴＤＭＭ）５８０(図６参照)でなされる。次
に、この時間差計測部５８０の動作を説明する。時間差計測部５８０には、サンプリング
クロックＳ４３５Ｄ、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２、およびＳＦ
Ｄ検出信号Ｓ５５１が入力される。クロックＳ４３５Ｄ、および制御信号Ｓ４４１，Ｓ４
４２がそれぞれカウンタ６１０ａ～ｃに入力され、そのカウント値を信号Ｓ６１１ａ～ｃ
として出力する。
【００７９】
　ＳＦＤ検出信号Ｓ５５１は、ＳＦＤ３２０が検出されたタイミングで復調部５５０から
出力される。カウント値Ｓ６１１ａ～ｃは、ＳＦＤ検出タイミングでレジスタ６２０ａ～
ｃに記憶される。また、ＳＦＤ検出信号Ｓ５５１は、遅延部６３０にて遅延され、カウン
タ６１０のカウント値をリセットする。
【００８０】
　時間差計算部６４０では、レジスタ６２０に記憶された値を用い、式（３）に従って受
信時間差Tmeasを計算する。当該時間差Tmeasは、信号Ｓ４４４ａとして上位レイヤに出力
される。上位レイヤでは、復調されたデータＳ４４３からノード１００のＩＤなどを識別
し、必要な情報と該受信時間差Tmeasを測位サーバに送信する。測位サーバでは基地局か
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らのデータをもとにノード１００の位置を算出する。
【００８１】
　該受信時間差Tmeasの計算は、時間差計測部５８０でなく、上位レイヤ、測位サーバな
どで行ってもよい。
【００８２】
　また、Tmeasの計測開始時および終了時はＳＦＤ検出時でなくてもよい。例えば、測位
信号Ｓ１０１のデータ終了時から計測を開始してもよい。この場合、前述した例と比較し
て計測時間が短縮され、カウンタのビット数削減が可能となり、回路規模が削減される。
【００８３】
　同期捕捉が確立されていない間は、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１が周期的
に出力される。同期が捕捉されたかを判定するのに一定時間を要するためである。これを
利用すると、この間のサンプリングクロックＳ４３５dの数は、サンプリングタイミング
制御信号Ｓ４４１のカウント数から算出することができる。
【００８４】
　以上が、受信時間差Tmeasを高精度、かつ低消費電力で計測する方法および回路である
。すなわち、サンプリングクロックＳ４３５およびサンプリングタイミング制御信号Ｓ４
４１，Ｓ４４２の数をカウントし、式（３）に従い該受信時間差Tmeasを算出する。
【００８５】
　図１２に、本実施例による測位測距処理の全体のフローチャートを示す。  
　ノードは、位置計算を希望する任意の時刻に、周辺の基準局１１０と基地局１２０に対
して測位信号Ｓ１０１を含む伝送信号を送信する（Ｓ１２０１）。基準局１１０は、測位
信号を受信した後、基準信号Ｓ１１１含む伝送信号を送信する（Ｓ１２０２）。基準局お
よび各基地局は、それぞれ伝送信号、例えば測位信号の受信時刻、基準信号の受信時刻及
び基地局を識別するためのＩＤその他の情報をネットワークを経由してサーバ１３０に送
付する。
【００８６】
　ここで、各基地局１２０は、伝送信号例えば測位信号Ｓ１０１を受信したとき、この測
位信号とサンプリングクロックとの同期捕捉を行う。同期捕捉が確立された後、復調・同
期追跡を行う。各基地局は、同期捕捉、復調・同期追跡などの伝送信号の受信処理と並行
して、式（３）に従って測位信号Ｓ１０１と基準信号Ｓ１１１の受信時間差Tmeasの計測
処理を行い（Ｓ１２０３）、その結果に基づく情報をサーバ１３０に送付する（Ｓ１２０
４）。サーバ１３０は、これらの情報と、サーバが持つデータベースに記録されている情
報とから、ノードの座標を算出して測位・測距を行う（Ｓ１２０５）。
【００８７】
　このように、同期捕捉、同期追跡、受信時間差計測等の機能を備えた本実施例のシステ
ムを用いることで、比較的低速なクロック、制御信号およびカウンタを用いたとしても、
高精度な時間差計測が可能となる。カウンタの動作周波数は、パルス繰返し周波数（1/Tc
k）と同じであり、例えば約３２ＭＨｚである。カウンタの動作周波数が低いため、消費
電力、回路規模を低減することができる。さらに、Tmeasの計測開始／終了を示すＳＦＤ
検出信号Ｓ５５１がサンプリングクロックに同期しているため、設計が容易となる。
【００８８】
　この方法の時間計測精度は±Ts（タイミングシフト時間）である。例えば、Tsを０．５
ｎｓとすると、１ＧＨｚの発振器とカウンタを用いて計測した場合と同じ精度となり、約
３０ｃｍの測位精度が得られる。
【００８９】
　以上述べたとおり、本実施例に係る基地局の受信装置では、測位信号と基準信号の受信
時間差の計測に、低速なクロックおよび該クロックの位相をシフトさせる制御信号を使用
できる。そして、このクロックおよび該制御信号の数を、低速なカウンタでカウントし、
受信時間差を算出する。算出された受信時間差の精度は、一回の制御信号発生によりシフ
トさせる時間で決まる。このため、高精度な時間差計測が可能となる。この方法を用いて



(14) JP 4829571 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

受信時間差の計測を行うことで、高速なクロックおよび高速なカウンタが必要なく、消費
電力、回路規模が低減される。
【００９０】
　以上の位置検出システムにおいて、基地局の情報をサーバに伝えるネットワークは有線
でも無線でもよい。また、基準局やサーバの機能を基地局が兼ねることも可能である。
【００９１】
　例えば、測位測距システムを、測位信号を送信する第１の通信装置と、測位信号を受信
した後基準信号を第１の通信装置に送信する第２の通信装置で構成し、第１の通信装置が
、クロック信号の位相を変化させるシフト信号を生成して基準信号とクロック信号との同
期捕捉を行う同期捕捉ユニットと、測位信号を送信してから基準信号を受信するまでの時
間差を計測しこの時間差を用いて第１の通信装置と第２の通信装置との距離を算出する位
置計算ユニットとを具備するように構成しても良い。
【００９２】
　本実施例によれば、低速なクロック、制御信号およびカウンタを用いて高精度な時間差
計測を行うことが可能となり、高速なクロックおよびカウンタを使用することなく、低消
費電力、小型かつ低コストの装置で、高精度な測位が実現される。
【実施例２】
【００９３】
　本発明の第２の実施例として、基地局相互のクロック誤差を計測、低減する周波数偏差
計測ユニットに関して、図１３ないし図１５で説明する。
【００９４】
　上記本発明の第１の実施例において、基地局１２０が計測した該受信時間差Tmeasは、
クロックの周波数精度に起因する誤差を含んでいる。
【００９５】
　測位サーバでは、複数の基地局１２０で計測されたTmeasを用いて、式（２）に従いノ
ード１００の位置を算出する。クロックの誤差を考慮した場合、式（２）の右辺第２項は
Tmeas,a - Tmeas,b = Treal,a・(1 + δa) - Treal,b・(1 + δb)
             = Treal,a - Treal,b + (Treal,a・δa - Treal,b・δb) 
                                                                  ……（４）
となり、誤差(Treal,a・δa + Treal,b・δb)が生じる。ここで、
Treal,a，Treal,b：基地局１２０ａ，１２０ｂがそれぞれ計測すべき実際の時間
δa，δb：基地局１２０ａ，１２０ｂのクロックの偏差
である。誤差(Treal,a・δa + Treal,b・δb)は、
Treal,a・δa - Treal,b・δb = (Treal,a - Treal,b)・δa + Treal,b・(δa - δb) 
                                                                  ……（５）
と変形される。
【００９６】
　(Treal,a - Treal,b)は、ノード１００と基地局１２０との距離および基準局１１０と
基地局１２０との距離に依存し、例えば、３０ｍ四方の広さの測位システムを考えると、
その値は高々１００ｎｓ程度となる。これに対し、Treal,bは基準局１１０での信号処理
時間、測位信号Ｓ１０１のデータ長、基準信号Ｓ１１１のプリアンブル長などに依存し、
例えば、伝送速度が２５０ｋｂｐｓでプリアンブル長が２０バイトとした場合、その値は
少なくとも０．６ｍｓ以上となる。この場合、例えば基地局間のクロックの偏差(δa - 
δb)が２０ｐｐｍとすると、約１３ｎｓの時間誤差が生じる。これは距離に直すと約４ｍ
の誤差となる。
【００９７】
　従って、式（５）で表される誤差のうち、支配的となるのは第２項である。言い換える
と、主な誤差要因となるのは、クロックの絶対的な偏差（実際の時間との偏差）ではなく
、基地局間のクロックの相対的な偏差である。従って、基地局間のクロックの相対的な偏
差を低減すれば、誤差が低減される。
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【００９８】
　本実施形態の周波数偏差計測ユニットでは、送信装置と受信装置のクロックの周波数偏
差を計測し、測位誤差の低減を行う。すなわち、送信装置のクロック周波数を基準として
、基地局相互のクロック誤差を計測、低減する。図１３を用いて、周波数偏差計測ユニッ
トの動作原理を説明する。
【００９９】
　図１３は、基準信号Ｓ１１１受信時における、基地局１２０ａのＡ／Ｄ変換部４３０の
タイミングチャートである。基準信号Ｓ１１１との同期が確立した後の状態を示している
。この状態では、Ａ／Ｄ変換部４３０に入力されるアナログ信号Ｓ４３２とサンプリング
クロックＳ４３５が同期している。言い換えると、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４
４１，Ｓ４４２により、サンプリングクロックＳ４３５の周期を、該アナログ信号Ｓ４３
２と同期するように制御している。
【０１００】
　また、基準信号Ｓ１１１は基準局１１０により生成されるため、該アナログ信号Ｓ４３
２は、基準局１１０のクロックの周波数偏差を反映する。従って、制御信号Ｓ４４１が出
力される周期は、基地局１２０ａのクロックと基準局１１０のクロックとの偏差に対応す
る。その偏差は、
δa - δr = Ts・(Np - Nm) / Tck・Nck　　　　　　　　　……　　　（６）
と表される。ここで、δrは基準局１１０のクロックの偏差である。
【０１０１】
　すなわち、該偏差(δa - δr)は、サンプリングクロックＳ４３５およびサンプリング
タイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２をカウントすることで算出される。この方法によ
り、それぞれの基地局１２０の基準局１１０に対する偏差を算出し、補正を行うことで、
クロックの周波数偏差に起因する誤差が低減される。
【０１０２】
　次に、図１４、図１５で周波数偏差計測ユニットの構成について説明する。周波数偏差
計測ユニットは、図１４に示すように、ベースバンド部ＢＢＭ４４０に偏差計測部（ＦＤ
ＭＭ）１１１０を備えている。図１５に偏差計測部１１１０の具体的な構成例を示してい
る。
【０１０３】
　偏差計測部１１１０は、カウンタ６１０、レジスタ６２０、偏差計算部（ＦＤＣＡＬ）
１２４０から構成される。偏差計測部１１１０にはサンプリングクロックＳ４３５Ｄ、サ
ンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２、ＳＦＤ検出信号Ｓ５５１およびデー
タ終了信号Ｓ５５２が入力され、計測された偏差Ｓ４４４ｂが出力される。データ終了信
号Ｓ５５２は受信した信号のデータ３４０が終了した時点で復調部から出力される。
【０１０４】
　クロックＳ４３５Ｄ、および制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２は、それぞれカウンタ６１０
ａ～ｃに入力され、そのカウント値を信号Ｓ６１１ａ～ｃとして出力する。該カウント値
Ｓ６１１ａ～ｃはＳＦＤ検出タイミングにてリセットされ、データ終了タイミングでレジ
スタ６２０ｄ～ｆに記憶される。偏差計算部１２４０では、式（６）に従い、レジスタ６
２０の値を用いて偏差を算出し、上位レイヤに出力する。
【０１０５】
　ここでは、基準信号Ｓ１１１を用いて偏差の補正を行うとしたが、これに限定されるも
のではなく、ノードからの測位信号Ｓ１０１、他の送信装置からの信号などを用いてもよ
い。また、偏差の計測を行うタイミングは、測位を行うタイミングに限らず、設置時点、
定期的に、あるいは温度変化が生じた時、など適当な時に計測してもよい。該偏差のデー
タは基地局１２０あるいは測位サーバ１３０のデータベースなどに記憶しておく。このよ
うに、あらかじめ基地局間のクロック周波数偏差を計測しておくのであれば、測位信号の
到達時間そのものを用いて基地局間の時間差を計測し、位置検出を行なうことも可能であ
る。
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【０１０６】
　以上のように、同期捕捉確立後に制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２が出力される周期を計測
することで、偏差の補正が可能となり、測位精度が向上される。また、偏差の補正が可能
になれば、測位可能な範囲が拡大される。測位可能な範囲を拡大するためには、通信距離
が長い低い伝送速度での通信が必要となる。低い伝送速度では、プリアンブル長が長いた
め、計測する時間差Tmeasが長くなり、周波数偏差に起因する誤差が増す。偏差の補正に
より、この誤差を低減でき、低い伝送速度での測位が可能となり、測位範囲を拡大するこ
とができる。また、周波数偏差の大きい安価な水晶発振子の使用が可能となり、コストが
削減される。
【０１０７】
　さらに、この実施例の周波数偏差計測ユニットは、測位測距システムのみならず、周波
数偏差の計測結果を利用した送受信装置の構成機器のメンテナンスにも使用することがで
きる。
【実施例３】
【０１０８】
　次に、本発明の第３の実施例について、図１６ないし図１９で説明する。この実施例の
受信装置は、第１の実施例に第２の実施例の周波数偏差計測ユニットの機能を追加したも
のである。図１６は、時間差計測機能および偏差計測機能を備えたベースバンド部４４０
の構成を示す図である。図１７は、時間差・偏差計測部（ＴＤ＆ＦＤＭＭ）１３１０の一
例の構成を示す図である。
【０１０９】
　図１６、図１７において、時間差および偏差計測部（ＴＤ＆ＦＤＭＭ）１３１０には、
サンプリングクロックＳ４３５Ｄ、サンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２
、ＳＦＤ検出信号Ｓ５５１およびデータ終了信号Ｓ５５２が入力され、測定された時間差
Ｓ４４４ａおよび偏差Ｓ４４４ｂが出力される。
【０１１０】
　時間差・偏差計測部１３１０はカウンタ６１０、レジスタ６２０、遅延部６３０、時間
差計算部６４０、偏差計算部１２４０から構成される。ＳＦＤ検出信号Ｓ５５１により、
カウンタ６１０ａ～ｃのカウント値をレジスタ６５２ａ～ｃに記憶し、カウント値をリセ
ットする。また、データ終了信号Ｓ５５２により、レジスタ６５２ｄ～ｆにカウント値を
記憶する。
【０１１１】
　時間差計算部６４０では、式（３）に従い、レジスタ６５２ａ～ｃの値を用いて時間差
Tmeasが計算される。偏差計算部では、式（６）に従い、レジスタＲ５２ｄ～ｆの値を用
いてクロックの偏差が算出され、それぞれ上位レイヤに出力される。
【０１１２】
　上位レイヤあるいは測位サーバは、受信時間差Tmeasのクロック偏差による誤差の補正
を行うクロック偏差補正ユニットを備えている。測位サーバでは、各基地局１２０が計測
した受信時間差Tmeasを用いてノード１００の位置を算出する。
【０１１３】
　図１８は、この実施例の測位・測距システムにおける信号の送受信の概要を示すシーケ
ンス図であり、図１９は測位測距処理の全体のフローチャートを示す図である。
【０１１４】
　ノードは、位置計算を希望する任意の時刻に、周辺の基準局１１０と基地局１２０に対
して測位信号Ｓ１０１を含む伝送信号を送信する（Ｓ１９０１）。基準局１１０は、測位
信号を受信した後、基準信号Ｓ１１１含む伝送信号を送信する（Ｓ１９０２）。各基地局
１２０は、伝送信号例えば測位信号Ｓ１０１を受信したとき、この測位信号とサンプリン
グクロックとの同期捕捉を行う。同期捕捉が確立された後、復調・同期追跡を行う。各基
地局は、同期捕捉、復調・同期追跡などの伝送信号の受信処理と並行して、式（３）に従
って測位信号Ｓ１０１と基準信号Ｓ１１１の受信時間差Tmeasの計測処理を行い、さらに
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、式（６）に従い、クロックの偏差を算出する（Ｓ１９０３）。これらの計測処理の結果
に基づく受信時間差Tmeasとクロックの偏差を各基地局からサーバ１３０へ送信する（Ｓ
１９０４、Ｓ１９０５）。サーバ１３０は、これらの情報と、サーバが持つデータベース
に記録されている情報とから、各基地局の受信時間差Tmeasの偏差を補正し（Ｓ１９０６
）、ノードの座標を算出して測位・測距を行う（Ｓ１９０７）。
【０１１５】
　以上のように、受信時間差Tmeasおよび偏差を、サンプリングクロックＳ４３５Ｄおよ
びサンプリングタイミング制御信号Ｓ４４１，Ｓ４４２のカウント数から算出する。これ
により、高精度な時間差計測および測位を、低消費電力、小型かつ低コストな装置で行う
ことができる。
【０１１６】
　また、受信装置に標準で測位機能を搭載することが可能となる。すなわち、受信機能を
持つ全てノードが測位用基地局になることができ、柔軟な測位システムが形成される。
【０１１７】
　このように、第３の実施例によれば、基地局相互のクロック偏差の補正を行うことによ
り、時間差計測の誤差を低減でき、低い伝送速度での測位が可能となり、測位範囲を拡大
することができる。また、周波数偏差の大きい安価な水晶発振子の使用が可能となり、コ
ストが削減される。
【０１１８】
　ここまでは、図１に示すような、ノード１００、基準局１１０、基地局１２０、測位サ
ーバ１３０から構成されるシステムについて説明を行ったが、本発明に係る時間差計測方
式および偏差計測方式は、構成の異なる他のシステムにおいても効果を発揮する。
【０１１９】
　例えば、二つの通信装置間の距離を測る場合にも、本発明に係る方法が有効である。第
１の通信装置が第２の通信装置に測位信号を送信し、測位信号を受信した第２の通信装置
が応答信号を第１の通信装置に送信する場合に、第１の通信装置が測位信号を送信してか
ら、応答信号を受信するまでの時間を計測することで距離は算出される。本発明に係る受
信装置を用いれば、この時間差をクロックおよび該クロックの制御信号から計測すること
ができ、二つの通信装置間の距離が高精度に算出される。
【０１２０】
　また、上記のように計測した時間には、第２の通信装置での処理時間が含まれているた
め、二つの通信装置のクロックに偏差が存在する場合、距離算出時に誤差要因となる。本
発明に係る方法で、偏差を計測し、補正することで、測定された距離の誤差は低減される
。
【実施例４】
【０１２１】
　また、基地局における受信装置の一例として、受信インパルス列をパルス繰返し周期で
アナログデジタル変換する装置を用いて説明を行ってきたが、本発明に係る時間差計測方
法および偏差計測方法はこの装置に限られるものではない。
【０１２２】
　例えば、本発明の第４の実施例の測位測距システムとして、テンプレート波形と受信信
号との相関をとり同期を捕捉する方式の通信システムに、第１の実施例ないし第３の実施
例と同様な、時間差および偏差計測方式の受信装置を採用することは有効である。
【０１２３】
　図２０に、本発明の実施例に係る受信装置２００の構成例を示す。受信装置は、テンプ
レート波形発生部２０２と、このテンプレート波形を発生させるタイミング(位相)をシフ
トさせるタイミングシフト部２０３と、このテンプレート波形とアンテナ２１０を介して
受信した受信信号との相関をとる相関器２０４と、この相関部の出力信号をアナログデジ
タル変換するＡ／Ｄ変換器２０５と、このＡ／Ｄ変換のタイミングを与えるサンプリング
クロック生成器２０１と、擬似ランダム符号生成部（図示略）を備えている。さらに、ベ
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ースバンド部（ＢＢＭ）２０６は、同期捕捉、同期追跡機能２０７及び偏差計測部（ＴＤ
＆ＦＤＭＭ）２０８を備え、タイミングシフト機能により受信信号とテンプレート波形と
の同期の捕捉および同期の追跡を行い、さらにクロック偏差の補正を行ない、位置ないし
は距離の計測を行う。
【０１２４】
　テンプレート波形発生部２０２では、通信システムの送信側で信号の拡散に使用した擬
似ランダム符号を用いて、テンプレート波形を生成する。相関器２０４にてこのテンプレ
ート波形と受信信号との相関をとり、Ａ／Ｄ変換器２０５を経てベースバンド部（ＢＢＭ
）２０６に送る。同期捕捉・同期追跡部２０７では、テンプレート波形の発生タイミング
を制御しながら、受信信号とテンプレート波形との相関性が最も高い時間を検出する。以
後、上記相関が高く維持されるように、テンプレート波形を発生させるタイミングを制御
する。
【０１２５】
　同期捕捉、同期追跡部２０７と時間差および偏差計測部（ＴＤ＆ＦＤＭＭ）２０８は、
実施例３で説明したような、テンプレート波形の位相をシフトさせる同期捕捉、同期追跡
及び、受信時間差計測、あるいは偏差計測機能を有している。これにより、時間差および
偏差計測部（ＴＤ＆ＦＤＭＭ）２０８において、タイミングシフト部２０３を制御する信
号およびＡ／Ｄ変換器のサンプリングクロックの数をカウントすることで、高精度な時間
差計測および偏差計測が可能となる。
【０１２６】
　本実施例によれば、低消費電力、小型かつ低コストな装置で、高精度な時間差計測およ
びクロック偏差の補正が可能となり、高精度な測位が実現される。
【実施例５】
【０１２７】
　なお、ここまで、異なる送信装置からの伝送信号の時間差計測方法の説明を行なってき
たが、本発明に係る時間差計測方法はこれに限るものではない。例えば、第１の伝送信号
と第２の伝送信号が同一の送信装置から送信された場合に、第１の実施例ないし第３の実
施例と同様な、時間差および偏差計測方式の受信装置を採用することは有効である。
【０１２８】
　この場合、受信装置において計測した時間差は、送信装置が第１の伝送信号を送信した
後、第２の伝送信号を送信するまでに移動した距離に対応する。すなわち、同一の送信装
置から送信された第１の伝送信号と第２の伝送信号を本発明に係る受信装置で受信するこ
とで相対的な距離の変化ないし位置の変化を計測することが可能となる。さらに、本発明
に係る偏差計測方式によってクロックの周波数偏差の補正を行なうことで、高精度な計測
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明の第１の実施例に係る測位システムの構成図。
【図２Ａ】第１の実施例のノード（ＮＯＤ）の構成例を示すブロック図である。
【図２Ｂ】第１の実施例の基準局（ＲＳ）の構成例を示すブロック図である。
【図２Ｃ】第１の実施例の基地局（ＡＰ）の構成例を示すブロック図である。
【図２Ｄ】第１の実施例の測位サーバの構成例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施例の測位・測距システムにおける信号の送受信の概要を示すシーケン
ス図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る受信装置の回路ブロック図。
【図５】本発明の第１の実施例に係る受信装置の時間差計測機能を持つベースバンド部の
構成を示す回路ブロック図。
【図６】図５の時間差計測部の構成を示す回路ブロック図。
【図７】本発明に係る測位システムの原理を説明する図。
【図８】本発明に係るノードから送信される測位信号および基準局から送信される基準信
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号の構成図。
【図９】本発明に係る同期捕捉方法を説明する図。
【図１０】本発明に係る同期追跡方法を説明する図。
【図１１】本発明に係る時間差計測の方法を説明する図。
【図１２】本発明の第１の実施例による測位測距処理の全体のフローチャートを示す図。
【図１３】本発明の第２の実施例に係る偏差計測の方法を説明する図。
【図１４】本発明の第２の実施例に係る受信装置の偏差計測機能を持つベースバンド部の
構成を示す回路ブロック図。
【図１５】本発明の第２の実施例に係る偏差計測部の構成を示す回路ブロック図。
【図１６】本発明の第３の実施例に係る受信装置の時間差および偏差計測機能を持つベー
スバンド部の構成を示す回路ブロック図。
【図１７】本発明の第３の実施例に係る時間差および偏差計測部の構成を示す回路ブロッ
ク図。
【図１８】第３の実施例の測位・測距システムにおける信号の送受信の概要を示すシーケ
ンス図である。
【図１９】本発明の第３の実施例による測位測距処理の全体のフローチャートを示す図。
【図２０】本発明の第４の実施例に係る受信装置の回路ブロック図。
【符号の説明】
【０１３０】
１００　……　ノード（ＮＯＤ）
１１０　……　基準局（ＲＳ）
１２０　……　基地局（ＡＰ）
１３０　……　測位サーバ（ＰＳ）
１４０　……　インターネット（ＩＮＴ）
Ｓ１０１　……　測位信号
Ｓ１１１　……　基準信号
３１０　……　プリアンブル
３２０　……　フレーム開始部（ＳＦＤ）
３３０　……　ヘッダ
３４０　……　データ
４１０　……　アンテナ（ＡＮＴ）
４２０　……　ＲＦフロントエンド部（ＲＦＦ）
４３０　……　Ａ/Ｄ変換部（ＡＤＭ）
４４０　……　ベースバンド部（ＢＢＭ）
Ｓ４４３　……　受信データ
Ｓ４４４　……　測位データ
４２１　……　ローノイズアンプ（ＬＮＡ）
４２２　……　ミキサ（ＭＩＸ）
４２３　……　π/２位相シフタ（ＱＰＳ）
４２４　……　クロック発生器（ＣＬＫ）
４２５　……　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
４２６　……　可変ゲインアンプ（ＶＧＡ）
４３１　……　Ａ/Ｄ変換器（ＡＤＣ）
４３３　……　サンプリングクロック生成部（ＳＣＧ）
Ｓ４３５　……　サンプリングクロック
５１０　……　マッチトフィルタ部（ＭＦＭ）
５２０　……　同期捕捉部（ＴＲＰＭ）
５３０　……　データ保持タイミング制御部（ＤＬＴＣＴＬ）
５４０　……　データ保持部（ＤＬＭ）
５５０　……　復調部（ＤＥＭＭ）
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５６０　……　同期追跡部（ＴＲＣＫＭ）
５７０　……　サンプリングタイミング制御部（ＳＴＣＴＬ）
５８０　……　時間差計測部（ＴＤＭＭ）
Ｓ５５１　……　ＳＦＤ検出信号
Ｓ４４４ａ　……　測定時間差Ｔｍｅａｓ
６１０　……　カウンタ（ＣＮＴ）
６２０　……　レジスタ（ＲＥＧ）
６３０　……　遅延部（Ｄ）
６４０　……　時間差計算部（ＴＤＣＡＬ）
８１０　……　サンプリングクロックがパルスのピークよりも進んでいる状態
８２０　……　サンプリングクロックがパルスのピークよりも遅れている状態
８３０　……　サンプリングクロックがパルスのピークと一致している状態
１１１０　……　偏差計測部（ＦＤＭＭ）
Ｓ５５２　……　データ終了信号
Ｓ４４４ｂ　……　測定偏差
１２４０　……　周波数偏差計算部（ＦＤＣＡＬ）
１３１０　……　時間差&偏差計測部（ＴＤ&ＦＤＭＭ）。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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