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惑星探査ローバにおける XBee の GPS 測位精度影響の研究
斎藤卓也†

秋山実穂†

我々は自作の惑星探査ローバで ARLISS2016 に参加した．その結果，目的地までの到
達距離を競う Comeback Competiton においてゴールから 5.81 m まで近づき，3 位の結果
を得た．GPS データではゴールまでの距離は 0.42m であったが，実際の距離は 5.81m で
あった．この GPS 測位誤差の原因として XBee の可能性を考えた．XBee が GPS の測位精
度誤差に影響を与えるかどうかを実験により調べた．その結果，XBee は GPS 測位精度に
悪影響を及ぼすことが分かった．

Study on the influence of XBee on GPS positioning accuracy
of planetary exploration rover
Takuya Saito † and Miho Akiyama †
We participated in ARLISS 2016. As a result, at the Comeback Competiton competing for
the reach of the goal, it approached 5.81 m from the goal, and got the result in 3rd place. In
the GPS data, the distance to the goal was 0.42 m, but the actual distance was 5.81 m. We
considered the possibility of XBee as the cause of this GPS positioning error. We conducted
an experiment to investigate whether XBee affects positioning accuracy error of GPS. As a
result, it was found that XBee had a bad influence on GPS positioning accuracy.

1. はじめに
我々は自作ローバで ARLISS2016 に参加した．
ARLISS は探査ローバを自律制御でいかに正確に目的
地に到達可能かを競う国際コンテストである．その結果，
我々のローバは落下地点から約 3km 走行し，ゴール地
点まで 5.87m のところでゴール判定して停止した．1 位
の東京大学 Team Grenouille は 3.76m，2 位の電気通
信大学 Cake’s は 4.8 であった．ログによる GPS データ
ではゴール地点まで 0.42m でゴール判定後停止してい
るため，GPS の測位誤差が原因であることが分かった．
しかし，他の 2 チームよりも我々のローバは誤差が大き
かった原因について，搭載していた XBee が出す電波
のせいで GPS の測位精度が低下したのではないかと考
えた．実験により XBee と GPS 精度との関係を調べ，そ
の結果，XBee は GPS の測位精度に影響を及ぼすこと
を明らかにした．

2. XBee の GPS 測位精度影響実験
XBee が GPS の測位精度に影響するかどうかを調
べるため，同一構造の２つの機体を用意し，片方に

XBee を搭載し，もう片方には搭載しなかった．データ
取得には ARLISS2016 用の GPS データ取得プログラ
ムを用いた．GPS データを XBee により PC に１秒毎に
送信している．XBee の設定はデフォルトのままである．
実験に用いた機材を Table 1 に，実験環境を Table 2 に
示す．
Table 1 Experimental Equipment
マイコン
XBee
GPS
実験日

Genuino 101
XBee-PRO ZB S2B （Wire アンテナ）
Adafruit Ultimate GPS Breakout v3
Table 2 Experimental Environment
2017 年 6 月 13 日

場所
天候

愛知工科大学グラウンド
快晴

実験時間
実験回数

1 回あたり 10 分
6 回（場所を入れ替えて 3 回ずつ）

まず GPS の電源を ON にしてからの捕捉衛星数の変
化を調べた．XBee なしの結果を Fig.2 に，XBee ありの
結果を Fig.3 に示す．それぞれ６回の実験のうち２回目
〜６回目の５回分の捕捉衛星数の変化をグラフ示した．
１回目はコールドスタートの可能性があるため排除した．
このグラフを見比べると，明らかに XBee ありでは捕捉
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衛星数の変化が遅くなっている．また電源 ON から約
300 秒後には捕捉衛星数が安定しているが，XBee なし
の 10〜11 個に対し，XBee ありでは 8〜10 個と捕捉衛
星数自体にも変化が見られた．

Fig.2 Number of Satellites without XBee
Fig.5 GPS Location Data with XBee
XBee なしのときを Fig.4 に，XBee ありのときを Fig.5
にプロットしたが，これも XBee なしと比べて XBee あり
ではプロットした測位位置が大きく広がっており，またヒ
ストグラムも大きく広がっており，XBee により測位位置
の誤差が大きくなることが分かった．

3. 結言
Fig.3 Number of Satellites with XBee
次に GPS の測位位置の変化をプロットした結果を
Fig.4 及び Fig.5 に示す．捕捉衛星数が安定する 300
秒から 600 秒の間の６回の実験全ての測位位置をプロ
ットした．各実験について緯度・経度の中央値を計算
し，それを原点としてプロットしている．

実験により，XBee は GPS の捕捉衛星のスピードを阻
害し，さらに捕捉衛星数も低下させることが分かった．さ
らに XBee により GPS の位置情報のバラツキも大きくな
ることが分かった．Fig.4 及び Fig.5 の緯度と経度を比べ
ると，緯度方向の分解能は約 40cm なのに対し，経度
方向の分解能は約 1.5m しかない．GPS 生データの分
解能は約 19cm である．これは C 言語の float による浮
動小数点精度が原因と考えられる．地球上の位置を
2𝜋𝑅 × (∆𝑟⁄360)で計算すると（R は地球の半径），∆𝑟
が float の場合，精度は７桁程度であることから，経度方
向の誤差は 1m〜10m となる．緯度方向の精度が高く，
経度方向の精度が低いのは，実験場所の緯度が 137.1
度，経度が 34.8 度と，経度の値の整数部分が 3 桁，緯
度が 2 桁なため，小数点以下の精度に 10 倍の差があ
るためだと考えられる．以上より，我々のローバは XBee
により GPS の測位精度が低下し，さらに位置計算に
float を用いて経度方向の分解能が低くなっていたのが
5.81m も離れてゴールした原因と考えられる．
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