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Abstract
 

This paper describes reliability performance of satellite navigation systems,such as US GPS(Global Positioning
 

System)and Russian GLONASS(Global Navigation Satellite System),with an emphasis on computation methods
 

to estimate availability and continuity of positioning accuracy achieved by the system.Computation methods for
 

reliability performance indicators related to positioning accuracy must be considered carefully because of the
 

difference to those for conventional ground-based navigation systems,i.e.,positioning accuracy are largely affected
 

by relative movement between the user and orbitting satellites.

Availability and continuity of accuracy are defined quantitatively.Computation examples are also shown and
 

following facts would be made clear；(i)increase and decrease of the number of visible satellites have a large
 

impact on the level of availability and continuity of accuracy；(ii) the expected continuity does not increase
 

straightforwardly with respect to the vertical accuracy requirement and/or the number of geostationary satellites
 

for augmentation while the availability does.The results are available for performance estimation and operational
 

system design of satellite navigation systems which employ various satellite constellations with and without
 

augmentation alternatives.

衛星航法部
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１．はじめに

民間航空航法の近代化の柱として，ICAO（Interna-

tional Civil Aviation Organization；国際民間航空機

関）は衛星航法システム GNSS（Global Navigation
 

Satellite System；全世界的航法衛星システム）の導入

を進めている。衛星航法の特長のひとつは地上・洋上を

問わず広い覆域を持つことであり，民間航空機の航法手

段として有効と考えられている。1991年に ICAOは

FANS（Future Air Navigation System；将来航空航法

システム）構想を提示して衛星航法システムの開発を進

めることとし，1993年には専門のパネル会議を設置して

詳細な検討作業を行ってきた。現在は GNSSに関する国

際標準 SARPs（International Standards and Recom-

mended Practices）の策定作業がほぼ完了した段階にあ

る。ICAOの活動に対応して，我が国は航空航法用ミッ

ションを持つ静止衛星MTSAT（Multi-Functional
 

Transport Satellite；運輸多目的衛星）を整備中であり，

現在のところ2003年度に初号機，2004年度に２号機の打

上げが計画されている。MTSATは全世界に展開する

ICAO GNSSの一翼を担う衛星であり，これにより次世

代の民間航空航法システムが構築されることになる。

ところで，航法システムの性能要件の策定にあたって

は，測位精度の外に信頼性を考慮する必要がある 。衛

星航法システムの場合も例外ではなく，信頼性に関する

所要の要件を満たさなければ民間航空用航法システムと

して使用することはできない。こうした要件は例えばア

ベイラビリティ（availability；有効性）あるいはコン

ティニュイティ（continuity；連続性）といった指標で表

され，前者はある時点で所要の航法サービスを受けるこ

とのできる確率，後者は所要の航法サービスを規定の時

間にわたって継続して受けられる確率を意味する。また，

航法システムが提供する情報に誤りのないことを保証す

る能力としては，インテグリティ（integrity；完全性）

という概念が用いられている。現在，GNSSにおけるこ

れらの規定値について，在来の航法システムの規定を踏

まえて検討が進められている。

衛星航法システムのアベイラビリティ及びコンティ

ニュイティを検討する際には，これらが衛星の移動によ

る影響を強く受けることに注意する必要がある。すなわ

ち，アベイラビリティ及びコンティニュイティはユーザ

位置の関数となるばかりでなく，時刻にも依存して変化

することになる。こうした点を踏まえ，衛星航法システ

ムにおける測位精度に関するアベイラビリティ及びコン

ティニュイティの計算方法について検討した。また，こ

れらの値の性質を知るために具体的な計算を行った結果

をあわせて報告する。

提案する計算方法においては，可視衛星のみを考慮す

ればよいため計算が高速，各衛星の稼働率が別々に扱わ

れているため性質の異なる衛星でも単一の式により計算

できる，といった利点がある。

２．衛星航法システムの信頼性

現在実用化されている衛星航法システムとしては，米

国が運用する GPS（Global Positioning System；全地

球的測位システム）が代表的である。ロシアによる

GLONASS（Global Navigation Satellite System）も

知られるが，現在は運用衛星が不足しており，所定の性

能が得られる状況にはない。GNSSの導入にあたり

ICAOはこうした既存の衛星航法システムを活用する方

針であるが，そのままでは民間航空用の航法システムと

して使用するのに十分な測位精度及び信頼性を確保でき

ない。このため，GNSSの具体的な姿としては既存衛星

航法システムに補強システム（Augmentation System）

を追加する構成が考えられており，現在策定作業中の国

際標準 SARPsに反映されている。補強システムには

SBAS（Satellite-Based Augmentation System；静止衛

星型衛星航法補強システム）や GBAS（Ground-Based
 

Augmentation System；地上型衛星航法補強システム）

などがあり，SBASが静止衛星から補強情報を送信して

大陸規模の広域にわたって GPSの補強を行うのに対

し，GBASは地上送信局により局地的に GPSを補強す

る。これら補強システムにより GNSSはさまざまな飛行

フェーズに対応する航法性能を実現し，シームレスな航

法システムとして機能することになる。

GNSSによる航空用航法システムの性能要件につい

ては，ICAOに設置されている GNSSパネル会議にて検

討されている。1999年に開催された第3回会議に提出され

た要件案 によれば，GNSSの性能要件は次に示す４つ

の指標で規定されており，このうち精度を除く３つの指

標が信頼性に直接関係する。

１．アベイラビリティ――ある時点で所要の航法サービ

スを受けることのできる確率。

２．コンティニュイティ――所要の航法サービスが規定

の時間にわたって継続して受けられる確率。

３．インテグリティ――システムから利用者に対して提

供される情報に誤りのないことを保証する能力あるい
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はその確率。システムが利用できない場合に利用者に

迅速かつ正確に警報を与える能力も含まれる。

４．精度（accuracy）――ここでいう精度とは航法装置

の出力する位置情報の絶対精度であって，操縦誤差は

除外されている。95％信頼区間で表現される。

ここで，航法装置の出力する位置情報については，そ

の情報の表現する精度と，情報自体が正しいかどうかと

いう信頼性が別個に扱われていることになる。すなわち，

航法システムの機能的要件としては十分な精度をもって

位置情報を提供することが第一に必要とされるが，この

情報の信頼性を担保するのがインテグリティという概念

である。

性能要件案の具体的な内容を，表１に示す。飛行フェー

ズ別に必要とされる性能要件が記載されており，こうし

た規定方法は RNP（Required Navigation Perfor-

mance）の考え方に従ったものである 。表１における精

密進入（ILS CAT-Iに相当）は，米国のWAAS（Wide
 

Area Augmentation System）――INMARSAT衛星を

使用して構築される――や我が国のMSAS（MTSAT
 

Satellite-Based Augmentation System）――MTSAT

衛星を使用――などの SBASにより GPSを補強するこ

とで可能とされている。しかし，これよりも高水準（ILS
 

CAT-II以上に相当）の精密進入・着陸にあたっては，

GBASを用いて局地的に GPSの測位精度や信頼性を補

完する必要があると考えられている。

３．計算手法

衛星航法システムの測位精度に関するアベイラビリ

ティ及びコンティニュイティについて定量的な検討を加

え，計算方法と計算に必要となるパラメータを整理する。

なお，ここで扱う衛星航法システムとしては，多数の衛

星を用いる一方向測距方式による測位システムを前提と

する。

3.1 アベイラビリティ

測位精度に関するアベイラビリティは，航法システム

として要求される測位精度が実現されている確率とい

え，以下に述べる方法で計算できる 。

GPSに代表される一方向測距方式の衛星航法システ

ムでは最低4基の衛星からの測距信号を受信すれば３次

元の測位が可能であるが，さらに多数の衛星を利用して

測位精度の向上を図ることができる。実際には通常８

～12基程度の衛星からの信号を受信することができ，こ

れらの可視衛星すべてを利用して測位を行う（3.3参照）。

従って衛星に関しては冗長性を持っていることになり，

ある衛星に故障が発生しても直ちに測位が不可能となる

ことはなく，測位精度が劣化するのみにとどまるのが普

通である。

アベイラビリティを検討する場合は，この劣化の程度

が問題となる。すなわち，N 基の全可視衛星について起

こりうるすべての故障の状況を考慮して，そのそれぞれ

について測位精度が規定値を満たすかどうかを調べる。

このために，N 次元ベクトル ∈ ( ,t)＝｛0,1｝を導

入する。このベクトルのN 個の要素 fはそれぞれ衛星 i

に対応しており，０であればその衛星は正常に動作して

いることを，１ならば故障していることを表す。 ( ,t）

は の取りうるすべての組合せの集合（計2通り）を意味

する。

例えば，５基の衛星が可視範囲にある状況を考える。

このときN＝５であるから，いずれの衛星も故障を起こ

していない状態は (no fail)＝［00000］で表され

る。また， (#1fail)＝［10000］は５基の衛星のうち

#1衛星のみが故障している状態に対応し，他の衛星も同

様である。それぞれの状態の発生する確率を p( (no
 

fail）），p( (#1fail）），…などと書けば，４基以上の衛星

が使用できる確率は

p( (no fail))＋p( (#1fail))＋…＋p( (#5fail))

⑴

と計算できる。ここで，それぞれの状態における測位精

度を求めたところ，

表１ GNSSの性能要件案

飛行フェーズ

測位精度（95％値）

水平方向 垂直方向

(HAR) (VAR)

コンティニュイティ アベイラビリティ

航空路上 3.7㎞ ― １－10 ～１－10 /h 0.99～0.99999

ターミナル空域 740ⅿ ― １－10 ～１－10 /h 0.99～0.99999

非精密進入 220ⅿ ― １－10 ～１－10 /h 0.99～0.99999

精密進入 16.0ⅿ 4.0～6.0ⅿ １－８×10 in any15s 0.99～0.99999
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・#1～#4衛星のいずれかが使用できなくても測位精度は

要求値を満たす

・#5衛星が使用できないと測位精度が不足し，要求値を

満たせなくなる

という状況であることがわかったとする。アベイラビリ

ティは測位精度が要求水準を満たす確率であるから，こ

の場合については

p( (no fail))＋p( (#1fail))＋…＋p( (#4fail))

⑵

と書ける。

一般的な場合を考えると，ある時刻 t及び地点 ＝［x
 

y z］におけるアベイラビリティは，次式により表され

る。

A( ,t )＝ ∑
∈ ( ,t)

A ( ,t ； )p( ) ⑶

ここで， は測位精度の規定値を表し，水平及び垂直方

向の規定精度HAR,VAR により ＝［HAR VAR］と

与えられる（表１の測位精度に対応する）。

A ( ,t ； ）は，ある故障状況 が与えられた場合の

条件付きアベイラビリティ，すなわち測位精度が規定値

を満足する確率を表す。特定の時刻 t及び地点 が与え

られているため，3.3に述べる方法により測位精度を見積

もることができるから，この値は０または１のどちらか

に決定できる。なお，可視でない衛星が故障しても測位

精度に影響はないから，このような衛星は式⑶では考慮

されない。

p( ）は故障状況 が発生する確率を表しており，各衛

星の稼働率 aを用いて次のように書ける。

p( )＝
a f＝0

1－a， f＝1
⑷

なお，

∑
∈ ( ,t)

p( )＝1 ⑸

となることを注意しておく。

ある地点 におけるアベイラビリティの期待値を得

るためには，衛星と地球との位置関係が一周し，地点

から見た衛星の配置が元通りに戻る１平均恒星日（T ＝

23時間56分４秒)にわたる式⑶の平均値を計算すればよ

い。すなわち，地点 におけるアベイラビリティの期待

値は，次式となる。

A ( )＝
1
T

A( ,t )dt ⑹

実際には計算機により数値積分をすることになるから，

時刻の刻み幅をΔT として

A ( )
1

T /ΔT
∑ A( ,nΔT ) ⑺

により計算する。

ところで，文献 には，不可視も含めた軌道上の全衛星

数N のうち故障衛星数が i基の場合の条件付きアベイ

ラビリティA ( ；i fails）と，そのような状況が発生

する確率 p(i fails）を用いて

A ( )＝∑A ( ；i fails)p(i fails） ⑻

としてアベイラビリティの期待値を計算している例があ

るが，これは式⑶より導くことができる 。式⑻との比較

より明らかなように，可視衛星のみを考慮すればすむの

は式⑶の特長のひとつである。可視衛星数N は正確に

は時刻 tの関数となるが，一般にN N ，通常は８～12

基程度であるため，全衛星数N（例えば24）について計

算を行うよりも相当の計算量が削減される（例えば，

2 ：2＝65536）。

式⑶のいまひとつの特長は，各衛星の稼働率が別々に

扱われているので，性質の異なる衛星でも同じ式を適用

して計算できることである。すなわち，GPS衛星に加え

て静止衛星や擬似衛星を利用するようなシステムの場合

に，それらの衛星も GPS衛星とまったく同じように取

り扱うことができる。GPS衛星のみを扱う場合にも，製

造時期によって性能が異なっている事実 を反映する

ことができる。さらに，補強システムの構成要素である

SBAS制御局や GBAS基地局のような地上施設につい

ても，稼働率や測位精度に与える影響が明らかであれば，

式⑶に取り込んで計算対象とすることが可能である。

3.2 コンティニュイティ

一方，測位精度に関するコンティニュイティは，要求

される測位精度が規定の時間間隔にわたって継続して満

たされている確率といえる。基本的には，アベイラビリ

ティと同様に全可視衛星について起こりうるすべての故

障の状況における測位精度を調べることになるが，時間

の経過による影響を考慮しなければならない点に違いが

ある。

故障状況 が与えられたとき，それより時間 T の経過

後に状況が になるものとする 。 から生じうるすべて

の について，そのような に変化する確率を q( ）と

書けば，条件付きコンティニュイティC ( ,t ； ）は

GPSの場合。GLONASSの軌道周期はこれと異なる。

本来，コンティニュイティの計算に用いる式にはすべて T
を明示すべきであるが，繁雑になるのを避けるため，式 以外

では表示していない。
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C ( ,t ； )＝ ∑
∈ ( ,t)

A ( ,t ； )q( ) ⑼

と計算できる。C ( ,t ； ）はある故障状況 が与えら

れたもとでの条件付きコンティニュイティを表すが，条

件付きアベイラビリティと異なりこの値は０または１の

どちらかに決まってはいない。

条件付きコンティニュイティを用いれば，これに の

生起確率 p( ）を乗じることにより，コンティニュイ

ティを

C( ,t )＝ ∑
∈ ( ,t)

C ( ,t ； )p( )
A( ,t )

として計算できる。式 の右辺分母にアベイラビリティ

A( ,t ）が入っているのは，コンティニュイティを計算

する時点では測位精度は規定値を満たしていなければな

らないため（満たされていなければ進入を中止してい

る），A ( ,t ； )＝０となるような については計算

に含める必要がないことによる。

q( ）は状況 が時間 T のうちに状況 になる確率

であるから，

q( )＝

⎧
｜
｜
⎨
｜
｜
⎩

b， ＝0，f＝0

1－b， ＝1，f＝0

1， ＝1，f＝1

0， ＝0，f＝1

のように計算できる。式⑸に対応して，

∑
∈ ( ,t)

q( )＝1

が任意の ∈ ( ,t）について成り立つ。

式 に現れた bは，各衛星が時間 T の間に故障を起

こさない確率を表し，衛星のMTBF（Mean Time
 

Between Failure；平均障害間隔）を用いて次の式で計

算できる。

b＝e

ここで，MTBFは衛星 iのMTBFを意味する。

ある地点におけるアベイラビリティが式⑹のように期

待値で表されるのに対して，コンティニュイティは最小

値により評価される必要がある。これは，進入着陸中の

航空機にとって航法情報の中断は許されないことなどか

ら，コンティニュイティが安全性に直結する指標である

ためである。従って，ある地点におけるコンティニュイ

ティは，式 の１平均恒星日にわたる最小値，すなわち

C ( )＝min
0 t T

C( ,t )

となる。アベイラビリティの場合と同様に，計算機上で

は適当な時間幅ΔT 毎に計算することになるから，

C ( )
T /ΔT－1

min n＝0
C( ,nΔT )

と近似される。

3.3 測位精度の推定

アベイラビリティ及びコンティニュイティは測位精度

が要求される値を満たすかどうかにより計算されるの

で，任意の時刻・地点における測位精度を適切に推定す

る必要がある。

コード DGPS測位方式を考える。ユーザ受信機は，

GPS衛星から送られてくる測距信号を受信することに

より各衛星までの距離を測定する（これを擬似距離と呼

ぶ）。さらに SBASまたは GBASなどの補強システム

（単に基準局と呼ぶ場合もある）から提供される補正情

報を利用して，補正済みの擬似距離 ＝［r r … r ］を

得るが，これには標準偏差でσの誤差が残留しているも

のとする。このとき，受信機位置 は

G・d ＝d r

の解 ＝［ t］の一部として求められる。ここで，G は

観測行列で，受信機位置及び GPS衛星の配置により決

まる。一般に，この方程式は最小２乗法を用いて

d ＝(G WG) G W・d

より解くことができ，このとき水平方向に

HUNE＝［(G WG) ］＋［(G WG) ］

垂直方向には

VUNE＝［(G WG) ］

の誤差が に含まれる（どちらも RMS値）。ここで，

W＝diag σ は各衛星の測定値の重みを表現する行列

である。

σについては，一般に衛星の仰角が低いと電離層及び

対流圏における伝播遅延やマルチパスなどの影響が大き

くなり，測距精度が悪くなることが知られている。例え

ばWAAS受信機では，衛星の仰角により図１の実線の

図１ 衛星仰角による測距誤差の変化。
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ような測距誤差が混入するという仮定のもとで測位計算

をすることとされている 。誤差は高仰角ほど小さく，

低仰角では大きな値となる。このため，仰角５度以下の

衛星は使用されないこととされている。

これより，式⑶， のA ( ,t ； ）は次のように書

ける。

A ( ,t ； )＝

⎧
｜
｜
⎨
｜
｜
⎩

1，

1.96HUNE( ) HAR
 

and

1.96VUNE( ) VAR

0，otherwise

但し，HUNE( ），VUNE( ）は，特定の故障状況 に

おいて実現される測位精度であって，

W( )＝diag σ (1－f)

を用いて式 ， を計算するなどで求められる。不等式

左辺の1.96は，表１の規定値が95％確率で与えられてい

ることによる 。

４．計算例

GPS航法システムの測位精度に関するアベイラビリ

ティ及びコンティニュイティは，以上に述べた方法によ

り計算することができる。具体的な計算例として東京都

調布市付近におけるこれらの値について計算したので，

その概要と結果を述べる。

4.1 GPS衛星の稼動状況

アベイラビリティ及びコンティニュイティの計算にあ

たっては，式⑶， に記述されているとおり，各衛星の

稼働率 a及び平均故障間隔 MTBFが必要となる。GPS

衛星の故障に関するこれらのパラメータを得るために，

FOC（Full Operational Capability）宣言のあった95年

７月から97年11月末までにわたる２年半程度の期間の故

障実績をUSCG（US Coast Guard；米国沿岸警備隊）

のデータ により調査した 。

調査内容としては，まずMTBF及びMTTR（Mean
 

Time To Repair；平均修復時間）を求め，さらにこれ

らの値より GPS衛星の稼働率を算出した。稼働率は

a＝
MTBF
 

MTBF＋MTTR

で計算される値であり，各衛星がある時点で故障してい

ない確率を表す。

調査の結果，MTBFは1000～8000時間程度となってお

り，１年以上障害なしで運用されている例もあった。

MTTRは１～50時間程度で，多くの障害は１日以内に

復旧されるが，復旧までに１週間程度を要する例も散見

された。各衛星とも稼働率は0.9688～0.9998と比較的高

い値を示した。

すべての衛星の故障パラメータを同一として平均値を

計算したところ，MTBFは2728時間32分13秒，MTTR

は15時間03分41秒となり，これより GPS衛星の稼働率 a

は0.9945であった。シミュレーションではこれらの値を

用いる。

GPS衛星の稼働率については文献 に0.9853との報

告があるが（文献には24基の全衛星が稼動している確率

が示されており，これより衛星１基あたりの稼働率を逆

算した），上に述べた値のほうが最近の実状に近いことが

わかっている 。

4.2 計算に必要なパラメータ

アベイラビリティ及びコンティニュイティの計算にあ

たって必要となるパラメータについては，表２のように

与えた。

GPS衛星の数及び配置については，SARPs案におい

て計算に使用することとされている24衛星の標準配置を

用いる 。補強システムとしては SBASが使用されるも

のとして，静止衛星から補正情報及び測距信号が送信さ

れることを想定している。但し，日本において使用可能

な静止衛星のみを考えることとし，

・補正情報については，いずれかの静止衛星から送信さ

れたデータを必ず受信，使用することができる。

水平方向については，95％確率円半径は G により1.73

HUNE～1.96HUNE の範囲にあるが，最悪値により計算す

ることとした。

表２ アベイラビリティ及びコンティニュイティの計算条件

衛星配置 24衛星による標準配置

静止衛星 MTSAT-1/2（MSAS）

INMARSAT-POR（WAAS）

仰角マスク 5.0度

対象地点 調布市（北緯35.7度，東経139.6度）

計算ステップ １分間隔

故障衛星数 全可視衛星のうち０～３基まで

時間 T 15秒

測位精度要件 （水平） ＜－16.0ⅿ

（垂直） ＜－6.0ⅿ （図２）

＜－0.0～10.0ⅿ（図３，４）

衛星故障条件 MTBF＝2728：32：13

MTTR＝15：03：41
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・測距信号を送信する静止衛星の数は０～３基で，表３

のように組み合わされる。

との条件を付した。以下，測距信号を送信する静止衛星

の数を，静止衛星数と表現することとする。

計算対象地点は調布市周辺，受信機の仰角マスクは５

度とした。また，式⑺， のΔT については，他の論文

で6分とされている例が多いことを踏まえて［6］，１分に

設定した。すなわち，式⑶， の計算は１平均恒星日に

わたって１分刻みで行われることとなる。機上受信機の

測位方式はコード DGPSとし，3.3に述べたとおり測距

誤差については SBASの補正情報が使用できる場合を

想定した。

アベイラビリティ及びコンティニュイティに影響を与

える要素としては，GPS衛星及び静止衛星の測距信号系

の故障のみを想定した。地上系，機上受信機及び補正情

報送信系については，測距信号系に比べて故障率が十分

に低いと考えられるので，今回は検討対象としなかった

（SBASにおける補正情報は地上で生成され，衛星はこ

れを中継する機能のみを持つ）。この検討も必要となるよ

うであれば，地上系については ILS，衛星系については通

信衛星などの信頼性データを参考にすることができる。

なお，機上受信機の信頼性データについては，文献 に

報告がある。

4.3 計算結果

図２は，表１の精密進入フェーズにおける測位精度

（HAR＝16.0ⅿ，VAR＝6.0ⅿ）を想定した場合のアベ

イラビリティ及びコンティニュイティの計算結果であ

る。横軸は時刻であって，１平均恒星日にわたって表示

してある。静止衛星は０基，すなわち測距信号を送信し

ないこととした（補正情報のみが送信される）。

上段はアベイラビリティA( ,t ）の計算結果である。

破線で示したアベイラビリティの期待値は0.9955であっ

て，表１の規定はほぼ満足する。また，コンティニュイ

ティC( ,t ）の計算結果は中段のとおりである。破線

で示したコンティニュイティの最小値は1－9.162×10

となり，表１の規定は必ずしも常に満足されるわけでは

ない。

図２によれば，アベイラビリティ，コンティニュイティ

ともに時間の経過に伴って不連続な変化をすることがわ

かる。こうした現象の主な原因としては，同図下段に示

した可視衛星数の増減が考えられる。可視衛星数の増減，

すなわち水平線下に隠れて見えなかった衛星が昇ってく

るか，あるいは見えていた衛星が水平線下に沈んでいく

タイミングで測位精度が大きく変化することはよく知ら

れており，アベイラビリティ及びコンティニュイティの

不連続な変化はこれと符合するものである。

垂直測位精度の規定値VAR を横軸にしてアベイラビ

リティの平均値A ( ）を描いたのが，図３である。

VAR の増加，すなわち規定値が緩くなるのに伴い，アベ

イラビリティが単調に向上することがわかる。また，ア

ベイラビリティは静止衛星の増加に対しても単調な関数

となっている。こうした振舞いは，衛星の増加により測

位精度が向上することはあっても，悪化することは決し

てないことによる。

一方，コンティニュイティの最小値 C ( ）は，VAR

に対して図４のように変化する。アベイラビリティの場

合とは異なり，VAR が増加しても大幅に改善する様子

表３ 静止衛星の組合せ

静 止

衛星数

測距信号を送信する衛星

MTSAT-1 MTSAT-2 INMARSAT
-POR

補 正

情 報

０ ― ― ― あり

１ ○ ― ― あり

２ ○ ○ ― あり

３ ○ ○ ○ あり

衛星の
位 置 東経140度 東経145度 西経179度

図２ アベイラビリティ及びコンティニュイティの１日にわ

たる計算結果。（上）アベイラビリティ（破線は平均値），

（中）コンティニュイティ（破線は最小値），（下）可

視衛星数（破線は平均値）。VAR＝6.0ⅿ。
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はみられないが，これは最小値により評価していること

が理由と思われる。また，VAR に対して単調な変化をし

ない部分があるが，これは，対応するアベイラビリティ

が変化しているため式 の右辺分母が影響を受けている

ことによる。静止衛星の増加に対しても，一部では逆に

コンティニュイティが低下するかのような状況がある

が，同じ理由による影響と思われる。

なお，アベイラビリティとコンティニュイティのいず

れの計算結果においても，２基目の静止衛星として

MTSAT衛星の２号機を追加したときよりも，３基目の

INMARSAT-POR衛星を追加した場合のほうがアベイ

ラビリティ及びコンティニュイティの改善の度合いが大

きい。これは，２基のMTSAT衛星が静止軌道上で経度

を5度 し か 離 さ ず に 配 置 さ れ る の に 対 し て，

INMARSAT-POR衛星はこれらより40度前後離れてい

るため，測距信号源の幾何学的配置が改善されて測位精

度が向上する効果が現れたものである。計算にあたって

は衛星自体の性能についてはすべて同等と想定してお

り，INMARSAT-POR衛星のほうが優れているという

わけではない。

５．むすび

航法システムの性能要件の策定にあたっては，測位精

度の外に信頼性を十分に考慮する必要がある。本論文で

は，衛星航法システムにおける，測位精度に関するアベ

イラビリティ及びコンティニュイティの計算方法を与え

るとともに，これらの性質を知るために GPSを例とし

て具体的な計算を行った結果を述べた。

提案した計算方法においては，可視衛星のみを考慮す

ればよいため計算が高速，各衛星の稼働率が別々に扱わ

れているため性質の異なる衛星でも単一の式により計算

できる，といった利点がある。また，計算の結果からは

次のような性質が明らかとなった：ⅰアベイラビリティ

及びコンティニュイティは可視衛星数の増減による影響

を強く受け，不連続に変化する，ⅱ精度要件の緩和や測

距信号源の増加に伴い，アベイラビリティは単調に向上

するのに対して，コンティニュイティは非単調な変化を

する。

今後の課題としては，衛星の故障についてさらに調査

を行うことや，計算速度の向上のためのアルゴリズムの

改善，などを考えている。また，本論文では測位精度に

関するアベイラビリティ及びコンティニュイティのみを

考えたが，応用にあたってはインテグリティ要件につい

ても考慮する必要があるので，引き続き検討したい。
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