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Abstract: In recent years, RTK technology by Global Navigation Satellite System (GNSS) has greatly related to various research 

industries. However, the positioning accuracy is degraded by multipath in shield environments. The degree of degradation may vary 

depending on the type of building. This study focusing on the surface material of the building, examined the difference in the effect of 

signal strength by two types of materials, aluminum and wood. As a result, the signal strength varied by the surface material, and 

aluminum shielding had a greater impact on signal strength than wood shielding. 

 

１． はじめに 

近年, 衛星通信技術は様々な産業で使用されており, 

GNSS（全球測位衛星システム）を用いた高度な位置情

報の取得は日々重要性を増してきている. しかし, 現

状として GNSS 測位は, 遮蔽物環境下では測位精度が

大きく低下し, 取得する位置情報に誤差が生じること

がわかっている．また，建物が密集する都市部での測

位では場所により精度に違いが出ることもある［１］. こ

の誤差要因のひとつに電波が建物に反射することによ

り発生するマルチパスがある. マルチパス波は全て一

様な経路を辿ってくるとは限らない. そのため低減さ

せることは困難で, 大きな課題となっている. このよ

うななか, 既存研究には, 脆弱な電波である衛星電波

は周辺建物の高さや密集度だけでなく, 個々の建物よ

っても衛星電波の反射や回析度合いに違いが生じてい

る可能性を示すものも多くある. そこで本研究では, 

建物の表面材質と衛星電波の信号強度との関係性を明

らかにするため, 材質の違いによる信号強度への影響

度を検証していくことを目的としている.  

 

２． 実験概要 

本研究では 2022 年 7 月 8 日にて日本大学理工学部

船橋キャンパス構内で得られたデータを用いる．新宿・

靖国通りの街路状況を模して, 平均建物高 40m, 両側

遮蔽の測位状況を想定した実験プラットフォームを作

製して観測を行い, 同時刻にオープンスカイ環境でも

観測を実施した. それぞれの測位状況をFigure 1. に示

す. 対象とする遮蔽材質は金属（アルミ）, 木材の 2 種

類とし, プラットフォームにはまず外壁にアルミ板を

設置して行い, その後木材板に付け替え, 再度実験を

行った. 受信機は Trimble 社製の NetR9 受信機を使用

し，データ取得間隔は 1 秒とした. プラットフォーム 

 

の外壁高は 0.90m, アンテナ高は 0.06m である.   

Figure 1. Experimental scenery 

Left：Experimental Platform（wood） ,  Right：Open sky 

 

３． 解析概要 

解析には解析ソフトRTKLIB ver2.4.3を用いた. 使用

する周波数帯は L1 に設定した. 使用する衛星は GPS，

GLONASS, Galileo の 3 種である.  

 

４． 実験結果 

Figure 2. にアルミ・木材の各外壁における衛星配置

図を示す．配置図にはアルミ外壁と重なり合う, また

は外壁の周辺で影響を受けている衛星を示している.  

これらの衛星は精度の良い直接波の受信がしづらく, 

Figure 2. Satellite Skyplot 

Left：Aluminum shielding ,  Right：Wood shielding 

 
１：日大理工・院（前）・交通 ２：日大理工・教員・交通 
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Figure 3. G08 Signal Strength（Aluminum shielding） 

Figure 4. G04 Signal Strength（Wood shielding） 

 

外壁の影響を受けて受信している可能性が高い.   

以下 GPS は G，GLONASS は R, Galileo は E と表記

する. Figure 3. 及び Figure 4. は各外壁での信号強度

（SNR：信号対雑音比）の時間推移である. 一例として

外壁と重なって見える GPS衛星（アルミ遮蔽：G08, 木

材遮蔽：G04）の信号強度推移を示した. G08 の場合, 信

号強度はオープンスカイと比べ約 5dBHz減衰して推移

しており, 推移挙動も異なる. これは遮蔽に起因した

マルチパスが起きており, 複数の伝搬ルートが発生し

波形が乱れた影響が考えられる. 一方, G04 の場合では

信号強度の減衰はみられずオープンスカイと同じく

45dBHz 付近を推移している. 故に木材遮蔽ではマル

チパスは発生しづらく, 受信衛星は直接波と同様の伝

搬経路で受信した透過波であった可能性が考えられる.   

 Figure 5. 及び Figure 6. は各外壁の影響を受けた衛

星について, 実験で観測された信号強度の平均を示し, 

遮蔽環境とオープンスカイ環境とでの信号強度を比較

した. アルミ遮蔽では使用した 3 種の衛星全てにおい

て概ね 5dBHz 程度の減衰がみられ, 衛星種類によらず

信号強度の減衰傾向が見受けられた. 木材遮蔽では

GLONASS を除きオープンスカイとほぼ同等の信号強

度を受信できており, 減衰の傾向は見受けられない. 

一般的な材料反射率はアルミの方が高く, 衛星電波も

その傾向に準拠した傾向を持つと考えられる. しかし

衛星種類によって影響度に違いがみられていることか

ら, 減衰傾向についてさらなる検討が必要である.  

Figure 5. Comparison of Signal Strength（Aluminum） 

Figure 6. Comparison of Signal Strength（Wood） 

 

５． まとめ 

 本研究では, 衛星の信号強度は材質によって違いが

みられた. アルミ遮蔽でのみ信号強度に大きな減衰が

みられ, 木材遮蔽と比べ測位精度への影響が大きいこ

とがわかった. 衛星測位の面から言うと, 建物を構成

する材質は金属類よりも木材を使用することで高精度

な測位環境を整備できる可能性があると考えられる. 

しかし, 現実問題として木造建物の量産は困難であり, 

今回の結果のみでは材質の優位性に対する判断材料が

揃ったとは言い難い. 故に各材質のより詳細な影響度

を分析し, 定量的な評価を行うことが今後必要となる.  

 

６． 今後の課題 

建物材質と信号強度の関係性には, 今回着目した材

質反射のほか, 衛星仰角をはじめ考察すべき要素が他

にも数多く存在する. 今後は他の影響因子の存在を探

り, 信号強度への影響を多方面から検証していく. 
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