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空港面に適した VHF 帯ハイブリッド電波伝播解析
須賀

良介† a)

毛塚

敦††

橋本

修†

Hybrid Propagation Analysis Suitable for Airport Surface in VHF Band
Ryosuke SUGA†a) , Atsushi KEZUKA†† , and Osamu HASHIMOTO†

あらまし 本論文では，空港面における VHF 帯の電波伝播解析に適したフルウェーブ解析とレイトレース法
のハイブリッド電磁界解析手法を提案する．まず，空港面と想定している無線システムの特徴を整理した上で，
提案手法の概要を述べる．そして，3 次元フルウェーブ解析による全領域解析との比較により，提案手法の有効
性を示す．
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サポート可能な Ground Based Augmentation Sys-

1. ま え が き

tem (地上型衛星航法補強システム：GBAS) が開発さ

現在，航空機の着陸誘導のために Instrument Land-

れ，その導入に関する検討が進められている [3], [4]．

ing System (ILS) と呼ばれるシステムが用いられて

GPS には電離層や衛星配置に起因する測位誤差が生

いる [1]．ILS は 1947 年に国際標準化された誘導シス

じるため，GBAS では地上に設置された VHF Data

テムであり，滑走路付近に設置された 2 組のアンテナ

Broadcast (VDB) と呼ばれる装置からその誤差の補

から上下/左右に変調度の異なるビームをそれぞれ放

正情報を 100MHz 帯 (108〜118MHz) の水平偏波を

射し，航空機に搭載された受信機ではその変調度に比

用い航空機に向けて放送する．また同時に，パイロッ

例した進入経路からの偏差を把握することができる．

トへのシステム異常の通知や，システムの完全性 (イ

しかし，上記のようにビームにより進入経路を形成し

ンテグリティ) を高めるためのモニタ情報や経路情報

ているため，同システムは滑走路に対して直線的かつ

も送信している．ILS と比較して，同システムでは空

片側からの進入経路のみサポート可能である．このた

港周辺の任意の位置で受信できる GPS と VDB 信号

め，風向きにより滑走路への進入方向が変わった場合

を用いるため，単一の GBAS システムを設置するだけ

には，同システムを使用することはできず，更には複

で全ての滑走路における両方向の進入に対するサポー

数滑走路が存在する場合でも，設置した滑走路以外の

トが可能となる [5]〜[7]．更に GBAS による自動着陸

滑走路では使用することができない．そこで空港の高

をサポートするためには，滑走路周辺空域だけではな

効率な運用や騒音問題を避けるため，両方向からの進

く，滑走路上 3.6m (12ft) においても −72dBm 以上

入及び曲線的な着陸経路に対応可能な誘導システムが

の VDB の覆域が要求される [8]．

要求されている [2]．

この要求を満たす VDB アンテナの設置位置の探索

近年では，GPS を用いたフレキシブルな着陸経路を

には，空港面という特殊な環境における繰り返し実験
は困難であることから，電磁界解析が有効である．し
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る [9], [10]．この種の問題に対し，従来からフルウェー

ロンからなる建物が全く存在しない比較的平坦な領域

ブ解析とレイトレース法のハイブリッド解析手法が提

から構成される．

案されている [11]〜[13]．これらの手法では，解析領

滑走路上にも VDB の覆域を形成するためには，そ

域中において散乱体の多い領域のみをフルウェーブ解

のアンテナ設置位置を適切に定める必要があるが，滑

析により，またその他の自由空間とみなせる領域にお

走路に対して一定の離隔距離が必要であり，また一つ

ける電波伝播をとレイトレース法によって全領域の電

のシステムで複数滑走路をサポート可能な GBAS の

磁界を効率良く導出できる．しかし，これらの手法で

特徴 [5] を活かすために，滑走路の間にある Building

は両手法の解析領域の境界において電磁界を受け渡す

area が VDB アンテナ設置位置の有力な候補となる．

必要がある．そのため，電波が到来する境界面を波長

また VDB アンテナを高所に設置すると，直接波と大

に対して充分小さな領域に分割し，その各領域に到来

地反射波の干渉によって滑走路上空にサービス不能箇

角度を考慮した電磁界を与えなければならない．

所が発生することがわかっており，VDB アンテナは低

これまでに我々は，滑走路までの距離すなわち伝搬

い位置に設置される．その場合，滑走路全体を VDB

距離がアンテナ設置高と比較して非常に長く，かつ滑

アンテナから直接見通すことはできなくなり，密集す

走路周辺には建物が存在しないという空港面の特徴に

る建物の影響を強く受けることを考慮したアンテナ位

着目し，空港面における電波伝播解析に適したハイブ

置の決定が必要となる．

リッド電磁界解析手法を提案している [14]．本手法で

図 2 に，空港面における VDB アンテナと滑走路

は，上記のような電磁界の明示的な受け渡しが不要で

上に配置された受信アンテナ間を伝搬する直接波及び

あり，レイトレーシング解析は大地反射による減衰の

大地反射波の伝搬経路を示す．本論文では，同図に示

導出のみに用いるためアルゴリズムも非常に平易であ

す直接波及び大地反射波にはそれぞれ建物における回

る．本論文では，空港面の特徴と提案手法について説

折波を含むものとし，両者の違いは大地反射の有無と

明した上で，大地が平坦なモデルを用いた全領域フル

定義する．同図に示すように，滑走路までの伝搬距離

ウェーブ解析との比較により本手法の有効性について

は 300〜3000m 程度，また航空機に設置される受信ア

議論する．

ンテナ高は 3.6〜10.8m であり [8]，VDB アンテナの

2. 空港面と VDB の特徴
図 1 に空港面における建物や滑走路配置の一例を示

設置高さを 5m とした場合，伝搬距離は送受信アンテ
ナ高に対して非常に長くなる．これにより大地におけ
る反射点は Building area から離れた位置となり，そ

す．同図に示すように，空港面は旅客ターミナルや管制

の入射角度はおおよそ 90 度と非常に大きくなるため，

塔，倉庫といった建物が密集する領域 (以降 Building

水平偏波であることを考慮すると大地における反射係

area と称す) と，それ以外の滑走路，誘導路及びエプ

数は −1 に近似できる．更に二つの光線はおおよそ平
行となることから，両者の建物端における回折係数や
経路長はおおむね等しくなる．すなわち伝搬距離が長
くなるにつれ直接波と大地反射波の経路差は小さくな
り，両波の干渉により到達する電力は小さくなる．
なお，本論文では建物建物上面を回り込む水平偏波
の回折波が非常に小さくなる状況を想定しており，こ

図1

一般的な空港における建物等の配置

図2

直接波と大地反射波

199

電子情報通信学会論文誌 2019/6 Vol. J102–C No. 6

れを満足する条件を下記に示す．
（ 1 ） VDB アンテナは建物が密集したエリアに設
置されていること．
（ 2 ） 建物上面の回折波を無視できる程度に，VDB
アンテナに対して建物が高く，また航空機に
搭載された受信アンテナの設置高が低いこと．

変動率 ΔP を求め，フルウェーブ解析により求めた直
接波レベル Pd に乗算する．すわなち式 (1) により所
望の受信電力 Psum を求めることができる．

Psum [dBm] = Pd [dBm] + ΔP [dB]

(1)

これにより提案手法においては，両手法間における

3. 提 案 手 法

電磁界の明示的な受け渡しが不要であり，更にフル

3. 1 解析プロセス

することで解析時間の短縮を図ることができる．

ウェーブ解析の解析領域を Building area のみに限定

本手法では前節で述べたように空港面における VDB

なお，厳密にはレイトレース法における送信アンテ

伝搬の特徴として，Building area の外部に建物がな

ナは，フルウェーブ解析で求めた等価波源の位相中心

いこと，また直接波と大地反射波の経路長はおおむね

に配置すべきであるが，アンテナ高と波長に対して伝

等しく更に大地における反射係数は約 −1 であるため，

搬距離が非常に長いため，レイトレース法における送

大地の影響は主に減衰とみなせることに着目する．

信アンテナ位置が数波長程度変化しても解析結果に大

図 3 に提案手法における (a) フルウェーブ解析及
び (b) レイトレース解析の概念図を示す．提案手法で
は，まず同図 (a) に示す建物及び送信アンテナのみを
モデル化した赤枠で示す Building area のフルウェー
ブ解析により，建物による回折波を含んだ直接波レベ

きな影響はない．本論文では，両解析における送信ア
ンテナ位置は同位置であるとして議論を進める．
先に述べた特徴から，提案手法においては下記の点
について留意する必要がある．

•

滑走路までの伝搬距離はアンテナ高と比較して

ル Pd を解析する．ここで，大地反射波による影響は

極めて長く，Building area における大地反射

後述のレイトレース法によって別途求めるため，解析

波は受信アンテナに到達しないため，Building

領域の境界 6 面には吸収境界条件を適用し，Near-far

area のフルウェーブ解析における解析空間の境

変換により滑走路に到達する直接波を導出する．次に
同図 (b) に示す建物を無視したモデルについてレイト

界条件には吸収境界条件を適用する．

•

レース法を適用し，直接波のみの受信レベルと直接波
及び大地反射波の合成レベルをそれぞれ計算する．次
に両者の比すなわち大地反射波による直接波レベルの

直接波と大地反射波の伝搬経路長がおおむね等
しくなる程度まで送受信アンテナ間距離を離す．

•

大地反射モデルを用いたレイトレース解析にお
ける大地の反射係数を −1 とする．

3. 2 受信アンテナ高依存性
先に述べた航空機への受信アンテナの設置高を考慮
し，受信アンテナ高を 3.6〜10.8m の範囲で変化させ，
次章の有効性評価において検討すべき受信アンテナ高
を決定する．
図 4 に，送信電力で規格化した合成波の送受信アン
テナ間距離に対する直接波及び直接波と大地反射波の
受信電力を示す．同図からわかるように，送受信アン
テナ高の差の変化は数 m 程度と伝搬距離に対して小
さいため，直接波の受信電力の受信アンテナ高依存性
は無視できる．一方で，受信アンテナ高が低くなるに
つれて両波の経路長は等しくなり，逆相同振幅に近づ
くため合成波電力は減少し，受信アンテナ高 3.6m と

10.8m の場合を比較すると約 10dB の差が生じること
がわかる．図 5 に送受信アンテナ間距離に対する直接
波の変動率 ΔP ，すなわち直接波と合成波の比を示す．
図3 提案手法
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図 4 送受信アンテナ間距離に対する直接波及び直接波と
大地反射波の合成波の規格化受信電力 (送信アンテ
ナ高 5.0m)

図6

解析モデル (建物 2 棟の例)

HFSS [15] を用いた．
4. 1 解析モデル
図 6 に空港面を模擬した解析モデルの (a) 上面図，

(b) 側面図を示す．本モデルでは大地面から 5m の高さ
図5

送受信アンテナ間距離に対する直接波の変動率 ΔP
(送信アンテナ高 5.0m)

に送信用水平ダイポールアンテナを配置し，送信アン
テナから距離 d 離れた位置に，建物を模擬した 6m 四
方の完全導体 (PEC) の直方体オブジェクトを二つ配

につれて大地反射波による影響は大きくなり，受信ア

置した．フルウェーブ解析における解析時間や使用メ

ンテナ高 3.6m かつアンテナ間距離 4000m の場合で

モリ削減の観点から，Building area の寸法は可能な

は大地反射波により −35dB 程度の変化が生じること

限り小さくする必要がある．本モデルにおいては，十

がわかる．そこで本論文では，最も大地反射波の影響

分な吸収境界条件の吸収性能が得られるよう Building

が大きい受信アンテナ高 3.6m の場合について議論を

area を設定する必要があり，送信アンテナと直方体

進めることとする．

オブジェクトを含む各オブジェクトから 1/4 波長離し

4. 全領域フルウェーブ解析との比較による
有効性検証
本章では，提案手法の有効性検証のために，滑走路

た図中の赤点線で示している空間を Building area と
した．更に，この Building area から 35m 離れた高
さ 3.6m の位置に滑走路を想定した観測線を配置した．
また，前述のように建物上面からの回折波は無視でき

を含む全領域の電磁界をフルウェーブ解析により求め，

るため，直方体オブジェクトの高さは解析空間と同じ

提案手法と比較考察する．全領域フルウェーブ解析に

20m としている．

用いたワークステーションの物理メモリや解析時間の

このモデルの水平ダイポールアンテナに 100MHz，

制約から，本節では実際の空港より小さな領域を用い

30dBm を入力した場合の観測線上の電力分布を，提案

て議論する．なお本論文におけるフルウェーブ解析に

手法及び青点線で示す全領域 (Entire area) の有限要

は，有限要素法に基づく 3 次元電磁界シミュレータ

素法解析によってそれぞれ求めた．提案手法における
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図7

建物とアンテナ間距離 d による受信電力の変化
図8

Building area における建物の配置

大地反射波はレイトレース法により求めるため，先に
述べたように有限要素法解析における Building area
の周囲境界は全て吸収境界条件とし，また全領域の有
限要素法解析では，大地面のみ完全導体，その他には
吸収境界条件を適用した．また，受信アンテナは無指
向性アンテナとしている．

4. 2 建物とアンテナ間距離の影響
図 7 に d=3，6，9m とした場合における，両手法
による観測線上の電力分布の解析結果を示す．同図よ
り，d に依存せず提案手法による解析結果は全領域フ
ルウェーブ解析の傾向と良好に一致していることがわ
図9

かる．また d=6m の場合における提案手法の解析時

建物の棟数による受信電力の変化

間は，全領域フルウェーブ解析の 1/5 程度と大きく
短縮できた．一方で，d=9m と大きくした場合におい

ある．

て受信電力が低下する部分で差異が見られる．これ

図 9 に電力分布の解析結果を示す．同図より，低い

は，評価の基準となる全領域フルフェーブ解析におい

電力レベルにおける差はあるものの，棟数に依存せず

て解析領域が大きくなることによる精度劣化と考え

両手法による受信電力分布の傾向は良好に一致して

られる．送信アンテナから観測線までの距離に対し

いることがわかる．このことから，建物の棟数を変化

て Building area が大きくなることによる提案手法の

させた場合においても，本手法が有効であることを示

誤差であるとも考えられるが，実際の空港における

した．

Building area と滑走路の距離は本モデルよりも 10 倍

4. 4 建物の形状

以上大きく，Building area と滑走路との距離に対す

空港には管制塔などの円柱形状の建物も存在する

る Building area の大きさは相対的に小さくなるため，
提案手法の誤差は小さくなると考えられる．

ため，円柱状の建物に対する本手法の有効性につい
ても検討した．図 10 に，建物を円柱状にした際の

4. 3 建物の棟数

Building area の配置を示す．同図は，図 6 に示すモ

次に建物を模擬した直方体オブジェクトの数に対す

デルにおいて d=6m とし，建物を直径 6m の円柱オブ

る解析精度について検討する．図 8 に，送信アンテナ

ジェクトに変更したものである．

の位置は変更せず (a) 3 棟，(b) 4 棟の直方体オブジェ

図 11 に電力分布の解析結果を示す．同図より，両

クトを配置した場合における Building area 内の配置

者は 3dB 程度の誤差で良好に一致していることが分

を示す．同図に示すように，6m 四方の直方体オブジェ

かる．このことから，管制塔のような円柱状の建物が

クトを 6m 間隔で観測線に対し平行に配置し，d=6m

存在する空港面においても，提案手法が有効であるこ

とした．なお，その他の解析条件は前節までと同様で

とを示した．
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