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Abstract

The paper describes reliability of ranging signal broadcast from GPS (Global Positioning System)satellites to

users. GPS user equipment computes and fixes its position solution with measuring ranges to satellites. The

interruption of ranging signal thus results in degradation of reliablity of GPS navigation systems,which must be

sufficiently reliable to navigate the user to the intended destination safely.

We have evaluated the frequency and the duration of interruptions of GPS ranging signal for the global coverage

through public notice advisory information as well as continously observed raw data.Both of malfunctions and

maintainances of satellites are considered equally.Based on the public advisories％issued for2.5years MTBF of

ranging signal was computed as3to4months per satellite.Our analysis of continuous observation data,however,

indicates very short-term cracking of ranging signal occurs frequently on Block II satellites once every115hours,

which may cause serious impacts on reliability of GPS navigation systems.This result implies the cracking of

ranging signal is very popular event so that it dominates,MTBF of ranging signal,although it has never been

notified to users.

Computation examples of GPS navigation system reliability based on our results are also shown, assuming

navigation requirements corresponding to the precision approach phase of commercial aircraft.According to the

examples it should be noted that the cracking has a certain impact on continuity of navigation systems in critical

situation,probably raising continuity broken risk 10times as large.
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１．はじめに

GPS（global positioning system;全地球的測位システ

ム）とは，その名のとおり地球上のいかなる地点におい

てもユーザの位置を測定することができるシステムで

あって，元来は米軍が開発した軍用システムである。

GPSの機能の一部は標準測位サービス（Standard
 

Positioning Service;SPS）として民間に開放されてお

り，陸海空の各種移動体の航法のほか，測量や時刻同期

など幅広い分野で応用が進められている。測位精度につ

いては一般に13m（95％値）と規定されており ，地上基

準局での測定データにより誤差補正を行う DGPS（Dif-

ferential GPS）方式を採用すれば数m程度の精度に達

する。

GPSを航空機や船舶といった移動体の航法手段とし

て用いる際には，測位精度はもとより信頼性も重要な性

能指標となる 。例えば，GPSにより３次元の測位を行

うためには最低４基の GPS衛星からの信号を受信する

ことが必要であり，また得られる測位精度は利用可能な

衛星の幾何学的配置によって大きく左右される。ユーザ

にとってある地点（時刻）において任意の時刻に（地点

で）所要の測位精度が得られる確率には興味があるとこ

ろであるが，GPS衛星の軌道情報は既知（測位のために

必要）であるからこうした確率は計算することができ，

アベイラビリティ（availability;有効性）と呼ばれる 。

GPS航法システムの信頼性について検討するために

は，基礎データとして GPS衛星の送信する測距信号の

信頼度に関する情報が必要となる。本報告は，この測距

信号の信頼度について調査を行った結果を述べるもので

あり，基礎データとしての精度を高めるため，米軍の公

表している長期的動向（メンテナンス及び故障など）に

加えて，短期的な中断（事前情報のない瞬断）について

も実際の観測データに基づいて発生頻度を調査した。こ

の結果，特に後者については，従来それほど知られてい

なかったにも関わらず比較的頻繁に発生していることが

明らかとなった。また，調査結果として得られた信頼度

の評価のために，具体的な GPS航法システムを想定し

た計算例として，航空機用航法システムの信頼性指標と

して用いられるアベイラビリティ及びコンティニュイ

ティ（continuity;連続性）の試算結果を示す。

以下，まず GPSの現況について２．に述べる。続いて，

測距信号の信頼度に関する調査の概要と結果を３．に示

す。更に，４．では GPS航法システムへの影響を検討し，

調査結果に基づいた計算例を与える。最後に，５．で結

論を述べる。

２．GPSの現況

衛星航法システムである GPSの基本的情報として，

軌道上における GPS衛星の配置について現況と今後の

計画を簡単に述べる。

GPS衛星は24基で配備が完了する計画であったが，計

画達成後も打上げが続けられ，2002年８月現在で28基が

軌道上にて運用されている。これらは図１に示すとおり，

軌道傾斜角55度，高度約20,000kmの６軌道面に４～５

基ずつ配置されている。図中で，PRNは衛星の識別番

号，SLOTは衛星が配置されている軌道面とスロット番

号，Blockは衛星の形式を表す。

実験用衛星であったブロック I衛星10基に続き，実用

型のブロック II衛星は1989年２月，その改良型ブロック

IIAは1990年11月に打上げが始められた（それぞれ合計

で９基および19基が打ち上げられた）。最新型のブロック

IIRは1997年７月に初号機が打ち上げられ，翌年１月よ

り運用を開始している。ブロック II/IIA衛星の設計寿命

は7.5年であったが，実際にはこれより長く稼動する衛星

が多く，10年以上に及ぶ例も多い 。

最近では，すでに７基のブロック IIR衛星が打ち上げ

られており，ブロック II/IIA衛星は順次退役しつつあ

る。今後は民間用第二周波数による測距信号を送信する
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図１．GPS衛星の軌道配置（2002年２月24日現在；小さな○

印は時刻00：00：00における各衛星の位置）



ブロック IIR-M 衛星が2003年より打ち上げられ，2005年

からは更に高機能化されたブロック IIF衛星の打上げが

開始される予定とされている 。

３．GPS測距信号の送信状況

GPS衛星は打上げ後7.5年の間軌道上にて運用される

が，メンテナンスや故障のためにしばしばその機能を停

止する。こうした比較的長時間にわたる機能停止に関す

る情報は公表されており，GPS衛星の長期的な動向を知

ることができる。また，公表されている以外にも測距信

号が中断する現象があることがわかったので，こうした

現象の発生頻度についても調査を行った結果をまとめ

た。

3.1 GPS衛星の稼動状況

GPS衛星のメンテナンス及び比較的長時間の不具合

については，USCG（US Coast Guard;米国沿岸警備隊）

が随時発行するNANU（Notice Advisory to Navstar
 

Users）メッセージに記載されている 。NANUメッ

セージの内容は例えば図２のようなもので，このメッ

セージ（NANU#1999078）は，NANU#1999071で予告

されていたメンテナンスの結果，1999年６月３日07：

42～15：43の間 PRN04衛星が使用不能であったことを

意味している。

NANUメッセージの集計により得た運用中の GPS

衛星数の頻度分布を図３に示す。⒜は1995年７月～1997

年12月の期間の集計結果であり，25基の衛星が運用され

ている時間割合が60％以上で最も高かった。最高で26基

の衛星が運用されたが，その時間は４％に過ぎない。最

近の傾向をみるために1998年１月～1999年４月の期間に

ついて集計を行った結果が⒝であって，運用衛星数が多

くなっている様子がわかる。80％以上の時間にわたって

27基の衛星が運用されており，最低でも25基が利用可能

な状態にあった。なお，これらの集計には衛星の打上げ

及び廃棄のほか，メンテナンスあるいは故障に伴う非運

用状態も考慮されている。

NANUメッセージに基づいて GPS衛星の稼働率を

算出した例については，すでに報告した 。対象期間は

図３⒜とほぼ同じであり，各 GPS衛星のMTBF（Mean
 

Time Between Failure;平均障害間隔）及びMTTR

（Mean Time To Repair;平均修復時間）を計算した。

このとき，突発的な故障と保守作業による機能停止は区

別せず，一律に障害として扱った。

MTBFは1000～8000時間程度で，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。全28衛星の平均値

は，MTBFが約2728.5時間＝113.7日，MTTRが約15.1

時間であった。各衛星とも稼働率は0.9688～0.9998と比

較的高い値を示し，平均値は0.9945であった。

3.2 測距信号の瞬断現象

NANUメッセージにより公表されている以外にも，

GPS信号の中断はたびたび発生していることがわかっ

ている 。これは数秒程度（６秒との記述がある ）

の瞬断現象ではあるが，受信機によっては数10秒～数分

にわたって異常な測定値を出力することがあり，例えば

精密進入中の航空機にとっては無視できない（精密進入

中に航法システムに異常が発生した場合，１～６秒以内図２．NANUメッセージの例

図３．GPS衛星数の頻度分布
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に警報を出すこととされている）。

ここでは，GPS信号の中断とは受信機の測定データの

欠落を指し，実際に搬送波が中断しているか否かは問題

としないこととする。測定データが欠落した時点で，そ

の原因にはよらず，航法システムの測位計算に影響を与

えることは明らかである。メンテナンスやソフトウェア

の不具合の際には GPS衛星は民間用信号の規定外の信

号を送出することとなっており，このとき民間用受信機

は信号の追跡ができず測距データが欠落することとな

る。

瞬断現象の具体的な例を，図４に示す。図のデータは，

1998年２月26日に仙台空港付近の固定局にて取得した。

受信機はNovAtel社の RT-20で，１秒間隔の測定値を

120秒間にわたって表示してある。

瞬断現象は，16：23：18JSTに PRN15衛星で発生し

た（図では時刻55秒）。擬似距離（衛星－受信機間距離の

測定値）は衛星の移動に伴い単調に減少しているが，

55～62秒の８秒間は測定ができていなかった。63秒に擬

似距離の測定が再開されるものの，その標準偏差 は大き

な値を示し，位相同期フラグ は搬送波位相情報が異常で

あることを示したままとなっている。このフラグが元に

戻るのは68秒，更に擬似距離の標準偏差がほぼ元の値と

なるのは83秒となっており，これは測定が中断してから

28秒後のことである。すなわち，信号中断から約30秒間

にわたって異常な状態が続くことになる。なお，同じ時

刻に国土地理院の電子基準点ネットワーク GEONET

（GPS Earth Observation Network）でも同様の現象

が発生したことを確認しており，この瞬断現象は特定

メーカの受信機にのみ起こるものではない 。

こうした瞬断現象の発生頻度を知るために，IGS

（International GPS Service）が収集している GPS観

測データを使用して調査を行った 。IGSの観測局は世界

各地にあり，30秒毎の測定値が記録されている。1998年

12月27日から1999年６月12日までの168日間（GPS week

の#990～1013）のデータに対して，以下の条件により瞬

断現象を検出・抽出した。

●受信中のすべての受信機で同一衛星の測定データが

同時に中断する

●データ中断後，数分以内に回復する

●NANUメッセージに該当する記述がない

利用した観測局の位置は図５に●印で表示したとおり

で，いずれの衛星についても常時４～16の観測局による

測定データが得られるように配慮した。

検出結果を同じく図５に示す。×印により瞬断現象が

発生した時点における衛星位置の直下点を表示してあ

る。軌道上のほぼ全域にわたって本現象が発生している

が，特に米国上空において発生頻度が高くなっているこ

とがわかる。

衛星毎に瞬断現象の発生状況をまとめると，表１のと

おりであった。SVN21までのブロック II衛星では本現

象が20～47回発生しており，平均発生間隔は115.6時間で

あった。これは各衛星につき0.208回/日（＝2.40×10

/s）に相当する。これに対して，SVN22以降のブロック

IIA衛星及び SVN42以降のブロック IIR衛星には本現

象はほとんど発生せず，調査期間中に１回ないしは２回

のみであった。

なお，本節で述べた瞬断現象が GPSの規格内と解釈

されることには注意が必要である。すなわち，GPS衛星

の信号仕様 には信頼度に関する規定は少なく（特定の

条件下におけるアベイラビリティは規定されている），

MTBFが短くても仕様を外れるわけではない。また瞬断

現象の発生原因については，搭載ソフトウェアの不具合

により，地上制御局から航法メッセージをアップロード

する際にユーザへの送信を行う部分と干渉を起こすこと

図４．瞬断現象の具体例，（上）擬似距離の測定値，（中）擬

似距離の標準偏差，（下）位相同期フラグの状態

実験に使用した受信機は，擬似距離について１秒間に多数回

の測定を行いその平均値を採用するが，あわせてこのときの

標準偏差を出力する。標準偏差が大きい場合，擬似距離の測定

精度が良好でないことを意味する。

搬送波位相測定値の使用可否を表す。 IGSの観測目的は，測量・測地及び精密軌道暦の作成である。
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があるためとする報告がある 。

４．GPS航法システムへの影響

GPSを航法システムとして用いる場合，地上ベースの

航法手段の場合とは異なり，軌道上を刻々と移動する複

数の衛星を利用することを考慮して信頼性の計算を行う

必要がある。したがって，GPS衛星の送信する測距信号

の信頼度と，これによる GPS航法システムへの影響は

分けて考える必要がある。ここでは，具体的な航法シス

テムの信頼性指標について測距信号の信頼度が及ぼす影

響を検討し，計算例を与える。

4.1 信頼性指標

航法システムの信頼性については，アプリケーション

により要求される水準が異なる。航空路上の巡航から精

密進入及び着陸までを含む民間航空用途は特に要求要件

が厳しく，信頼性に関する要件が明確に定められている

アプリケーションの一例でもある。

GPS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，更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，

これらの可視衛星をすべて利用して測位を行う。した

が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 GPS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。

GPS航法システムの信頼性を検討する場合は，この劣

化の程度が問題となる。すなわち，各 GPS衛星が障害に

より使用不能となる確率と，それぞれの衛星が使用不能

となった場合に測位精度が規定値を満たせるか否かを，

両方とも考慮して計算を行うこととなる。また，GPS衛

星は地上に対して約23時間56分を周期として移動してい

るから，適当な時間間隔で一周期分の計算を行い，得ら

図５．瞬断現象が発生したときの衛星位置（×印），●印は観測局の位置

表１．瞬断現象の発生状況
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れた平均値または最低値を検討対象にするといった配慮

が必要となる。

さて，民間航空用航法システムの国際標準策定機関で

ある ICAO（International Civil Aviation Organization;

国際民間航空機関）は，GPSによる航法システムの性能

要件を次に示す４つの指標で規定しており ，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（integrity;完全性）---システムが実

際に提供している精度に対応する情報を利用者に迅

速に伝達する能力。または，この能力が維持されて

いる確率。

４．精度（accuracy）---航法システムの出力する位置情

報の絶対精度。

これらのうち，前章で述べた測距信号の信頼度が直接影

響を及ぼすのは，アベイラビリティ及びコンティニュイ

ティである。アベイラビリティについては少なくとも１

日程度にわたる平均値により評価され，MTBF及び

MTTRの双方が影響する。一方，コンティニュイティに

関してはいかなる時間帯においても要求値を満たさなけ

ればならないとされるため，最低値をもって評価基準と

すべきである。また，コンティニュイティを左右する要

因としては，定義よりMTBFが支配的である。

特定の GPS衛星の配置やユーザ位置といったパラ

メータの下で，測位精度に対する要件を決めると，対応

するアベイラビリティ及びコンティニュイティは測距信

号の信頼度に基づいて計算することが可能である 。

また逆に，アベイラビリティまたはコンティニュイティ

の要求水準を決めれば，それを達成可能な測位精度の下

限が求まる。

4.2 計算例

GPSの航法システムとしての信頼性がどの程度であ

るかを知るため，アベイラビリティ及びコンティニュイ

ティについて計算を行った。計算方法は先の計算例

に基づいており，主な計算条件は表２のとおりである。

測位精度要件及びコンティニュイティの規定時間につい

ては，同様にして精密進入に対応する値を選んだ。また，

GPS衛星の配置についてはアベイラビリティ解析に通

常用いられる標準的データ（６軌道面に４基ずつ，計24

基） を使用しており，静止衛星により送信されるディ

ファレンシャル補正情報により DGPS方式の測位計算

を行うものとした。

後者の仮定は，GPSの実際のアプリケーションにおい

ては DGPS方式が利用されることが多いことによる。航

空用衛星航法システムとしては，現在 SBAS（Satellite-

Based Augmentation System;静止衛星型衛星航法補強

システム）の導入が進められており，補強情報のひとつ

としてディファレンシャル補正情報も送信される予定で

ある。SBASは，GPSをベースとして民間航空用の衛星

航法システムを構築するために必要とされ，静止衛星か

ら補強情報を送信することにより GPSを補強し，航空

用航法システムとして必要な性能要件（測位精度及び信

頼性）を満たす設計となっている。SBASによるディ

ファレンシャル補正後の測距精度については，先の計算

例 と同様に取り扱った。

日本周辺におけるアベイラビリティの計算結果を，図

６に示す。全般的には0.999以上のアベイラビリティが得

られるが，アベイラビリティの低い部分がこの計算例で

は2ヶ所にできることがわかる。そのうちの片方は本州南

方の海上に生じており，最低値は0.992程度であった。

図７はコンティニュイティの計算結果である。本州中

央部から東方海上にかけて0.999992程度となっており，

これが最低値である。この図より，コンティニュイティ

の分布は必ずしもアベイラビリティの分布とは一致しな

いことがわかる。なお，コンティニュイティについては

等高線の直線部分が多くなっているが，これはアベイラ

ビリティが一周期にわたる平均値として算出されるのに

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
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対してコンティニュイティは最低値で評価されるため，

離散的な値となることが原因である。

更に，3.2に述べた瞬断現象を計算に取り入れると，コ

ンティニュイティは図８のようになる（アベイラビリ

ティは大きな影響を受けない）。瞬断現象はブロック II

衛星にのみ起きるものとした。図７と比べて全般的にコ

ンティニュイティが低下しており，例えば本州中央部で

0.99992程度となっている。全般的に，コンティニュイ

ティの失われる確率が瞬断現象のない場合に対しておよ

そ10倍程度高くなることがわかった。この場合の最低値

は0.99988で，沖縄南方の海上で得られた。

なお，アベイラビリティ及びコンティニュイティの実

際の分布については，衛星の数及び配置あるいはその他

の条件に大きく影響される。従って，例えば最低値の生

じる地点などは本計算例と必ずしも一致しないことを付

記しておく。

５．むすび

航法システムとして GPSを用いる場合の信頼性に関

する基礎データを与えるため，GPS衛星の送信する測距

信号の信頼度について調査した結果を述べた。基礎デー

タとしての精度を高めるため，運用者の公表している長

期的動向（メンテナンス及び故障など）に加えて，短期

的な中断（事前情報のない瞬断）についても実際の観測

データに基づいて発生頻度を調査した。この調査結果は，

GPSを利用する航法システムの設計の際に基礎データ

として利用できる。

更に，調査結果に基づいて，民間航空機用途，特に精

密進入段階を想定して航法システムとしての信頼性を計

算した例も示した。この結果，例えばブロック II衛星の

測距信号に含まれる瞬断現象を考慮すると，コンティ

ニュイティの失われる確率がおよそ10倍程度高くなるこ

図６．日本周辺におけるアベイラビリティの計算例

図７．日本周辺におけるコンティニュイティの計算例

図８．瞬断現象のある場合のコンティニュイティの計算例（瞬

断現象はブロック II衛星のみ）
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とがわかった。

この瞬断現象は今後ブロック II衛星の退役に伴って

解消されるものと思われるが，運用者側からの情報提供

がなかった点について今後の設計の参考にすべきと考え

る。すなわち，GPSを利用する航法システムの設計に際

しては，応用にあたって必要とされる信頼性水準に応じ

て，GPS信号の状態を常時監視し不具合があれば警報を

発するなどのインテグリティ対策が必要となる場合があ

る。
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