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abstract

　ICAO GNSS is currently being implemented, so in couple of years civil aviation will have worldwide primary 

navigation source by radio signals from the space, i.e., SBAS or satellite-based augmentation system. While the 

current standard defines navigation performance of SBAS only in horizontal mean for oceanic airspace and en-

route, essentially SBAS has capability of providing vertical guidance to numerous aircraft within its coverage. This 

means GNSS altimeter can easily be implemented once SBAS becomes operational.

　Traditional barometric altimeter is the simple instrument to measure altitude of aircraft. It, however, requires 

frequent adjustments by pilot, which would be the potential source of human error. Furthermore, it is always 

affected by meteorological condition and never indicates the accurate geometric height of the aircraft.

　In the paper we describe potential advantages of GNSS altimeter the barometric altimeter. Characteristics of 

both altimeters would be explained with emphasis on the potential error sources. The adjustment method for 

barometric altitude currently used in the lower altitude airspace will be described, and an additional temperature 

correction method follows. The evaluation of them based on the meteorological observation data collected in 

Japan will show the temperature correction works well. Finally, the results from our flight experiment measuring 

altitudes by both altimeters will augment the theoretical considerations. 

＊衛星技術部
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１　はじめに

　航空機は，安全かつ経済的な飛行のために高度情報を

必要とする。一般に航法または測位といえば水平面内で

の位置を知ることを指し，従来より地上ベースの無線航

法システムが利用されている。航空機の高度センサとし

ては気圧高度計（barometric altimeter）が広く使用さ

れており，高度情報を提供できる無線航法システムはと

もに進入着陸に用いられる ILS（Instrument Landing 

System）あるいは電波高度計（radio altimeter）に限ら

れている。しかし，気圧高度計は気象状況の時間的ある

いは空間的変動の影響を受けるため時々刻々の補正が必

要であり，この作業はパイロットの負担となるとともに

ヒューマンエラーの滞在要因となり得る。

　ところで，さまざまな移動体の測位手段として，米国

の運用する衛星航法システム GPS（Global Positioning 

System：全地球的測位システム）が一般的に利用され

るようになってきた。GPSによれば地球上のいずれの

場所においてもユーザ位置を三次元的に測定することが

でき，シームレスかつリアルタイムな航法手段として各

方面で応用が進められている。航空機の航法システムと

して GPSを使用するには測位精度あるいは信頼性が不

足するため，所要の補強システム SBAS（Satellite-Based 

Augmentation System：静止衛星型衛星航法補強シス

テム）を日米欧の航空当局が整備中である。

　GPSあ る い は GNSS（Global Navigation Satellite 

System：全世界的航法衛星システム）― SBASによる

補強などで航空機の使用に耐える衛星航法システム―は

航空機の三次元位置を測定するから，水平位置のみなら

ず高度も知ることができる。すなわち，GPS（GNSS）

を利用して高度計を構成できることとなる。こうした衛

星航法システムによる高度計は大気環境の影響を受けず

常に正確な高度を示すため，気圧高度計の場合に必要と

なる補正操作が不要となる特長を有する。

　一方で，GNSSの実用にあたっては，他の航空用航法

システムと同様に十分な信頼性を確保する必要がある。

衛星航法システムの利点のひとつは広いカバレッジに対

して均質なサービスを提供することができることである

が，一方でこれは多くの航空機がひとつのシステムを同

時に使用することを意味し，信頼性については非常に高

い水準が求められている。基本的には GNSSのみで所

要の信頼性を確保することとされているが，航空機側と

しては機上に搭載されている GNSS以外のセンサを利

用して冗長性を高めることは有効である。こうした用途

には地上ベースの無線航法システムや慣性航法装置の利

用が考えられ，高度方向については気圧高度計も使用可

能である。ただし，気圧高度計は大気環境の変動により

比較的大きな指示誤差を生じるから，これにより衛星航

法システムの補強を図るためには必要な補正を施すとと

もに誤差の程度をあらかじめ評価しておく必要がある。

　気圧高度による GNSS補強については RAIM（receiv-

er autonomous integrity monitoring）への適用を検討

した例があり，有効と報告されている［１］［２］。米国連邦

航空局により技術標準も作成されているが［３］，いずれ

もそれほど高い精度を要求されていない状況における信

頼性補強が主要な目的である。米国ではすでに Baro 

VNAV方式（気圧高度により直接垂直方向の誘導を行

う進入方式）が承認されているが，これは進入フェーズ

のみを対象としており，また GNSSの補強を図るもの

ではない。

　以上を踏まえ，電子航法研究所では，GNSSによる高

度計および気圧高度による GNSS補強方式について基

礎的事項を検討し，飛行実験を実施して気圧高度計の高

度誤差特性の取得を行ったので，概要を報告する。

　以下，まず GNSSによる高度計が持つ特徴および誤

差要因について２章に述べる。続いて気圧高度計の原理

を３章で説明し，あわせて誤差要因および補正方式を整

理する。これらを踏まえて，気象庁による観測データを

用いて気圧高度計の補正効果を評価した結果を４章に，

さらに飛行実験により実際の補正効果を試算した例を５

章に示す。最後に，６章で結論を述べる。

２　GNSS高度計

　GPSをはじめとする衛星航法システムについては，

水平位置を知るのみならず，高度センサとしても使用可

能である。GPSの高度測定誤差は，水平方向の測位誤

差の約1.5倍と規定されている［４］。SBASでは今のとこ

ろ進入着陸フェーズのみで高度方向の測位精度が規定さ

れているが［５］，エンルート上でも所要の測位精度をもっ

て高度を測定することが可能である。すでに小型機やヘ

リコプタでは（水平方向の航法の補助目的で）GPSが

多く利用されており，また GPSによる位置および高度

情報を用いて地表面への接近を検出する EGPWS

（enhanced ground proximity warning system：対地

接近警報システム）も実用化されている。
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2.1　GNSS高度計の特徴

　気圧高度計と比較した場合の GNSS高度計の特長は

以下のとおりである：

⑴気象条件に左右されず，ヒステリシス（履歴現象）や

遅れもなく正しい幾何高度を測定する。

⑵気象状況による高度補正が不要となり，ヒューマンエ

ラーの減少につながる。

⑶ SBASと同一の枠組みで高度測定の精度およびインテ

グリティを規定できる。

⑷地形データとの組合せにより EGPWSを構成できる。

⑸ GNSSを主航法システムとして使用する場合，追加

センサは不要。

⑹適当な演算により気圧高度計の指示値を測定すること

ができ，これを用いることは，気圧高度計を使用する

場合でもインテグリティの確保に有用である。

⑺実運行中の航空機により気象観測や科学観測を行う場

合に都合が良い。

⑴～⑶は，気圧高度計と比較した場合の本質的な差異を

述べている。⑴および⑵は測定原理より直接に得られる

帰結である。また，SBASをはじめとする GNSSは

RNP（required navigation performance：航法性能要件）

の概念に沿って測定値の精度やインテグリティ

（integrity：完全性）を規定しているから，GNSSによ

り構成された高度計の精度およびインテグリティについ

ても同一の枠組み（プロテクションレベル方式）により

与えられることとなる。これにより，たとえば他機との

間の高度方向のセパレーションはこのインテグリティに

基づいて設定することができることとなる。

　GNSS高度計の装置にあたっては，⑷，⑸のとおり

GNSSあるいは EGPWSを装置していれば追加センサは

不要であり，経済的に導入できる。GNSS高度に基づい

て気圧高度計の指示値を適切に推測することができれ

ば，これを用いて気圧高度計の実際の指示をチェックす

ることが可能であるから，気圧高度計のインテグリティ

を向上することができる。応用としては，⑺のようなこ

とも考えられる。すなわち，実運航中の航空機により低

コストかつ高密度に気象データを取得し，あるいは長距

離便を利用すれば北極圏の科学観測ができる可能性が指

摘されているが，こうした応用では航空機が幾何高度に

より飛行していることが望ましい場合がある。

　GNSS高度計のメリットは以上のとおりであるが，一

方で次の点には注意しなければならない：

⑴標高を与えるためにジオイドに関する情報を要する。

⑵一定の GNSS高度を飛行するとき，気圧も一定とは

限らない。

⑶航空機の運航に用いられる高層天気図は，一般に等圧

面図で提供される。

⑷衛星航法システムに不具合が発生した場合に影響を受

ける。

⑴については，後述のように衛星航法システムが与える

高度は基本的に楕円体高であるため，標高（平均海水面

＝ジオイドに対する高度）を得るには適当なジオイド

データを必要とする。気圧高度により一定高度を飛行す

る場合は常に気圧も一定となるが，GNSS高度計の指示

は気圧と無関係であるから，一定高度を飛行するとき気

圧も一定とは限らない。

　ところで，現段階では気圧高度計が標準として使用さ

れているうえに，GNSSもまだ実用化されていない。今

後 GNSS高度計を主たる高度センサとして実用化する

ためには，以下のような四つのフェーズを経ることにな

るものと思われる：

⑴ GNSS航法システムとして SBASが導入される。

⑵ GNSS高度計を幾何高度センサとして導入，利用（航

空測量，科学観測など）。

⑶気圧高度計から GNSS高度計への移行フェーズ。

⑷ GNSS高度計が主たる高度センサとなる。

このうち，両センサが混在することとなる移行フェーズ

⑶では，特に高度方向のセパレーションの確保に注意を

要する。すなわち，高度センサについては安全上周辺航

空機との相対精度が重要であり，誤差特性の異なるセン

サをそのまま混在させることはできない。

2.2　GNSS高度計の誤差

　GNSSにより高度を測定する場合も，以下のようにさ

まざまな誤差要因がある。このうち，2.2.1節に述べる測

位誤差は衛星航法システムの測位原理に起因するもの

で，座標系や高度の表現方法によらず発生する。それ以

外は，GNSSによる測定値を標高に変換する過程で生じ

る誤差である。

2.2.1　測位誤差

　GNSSは，衛星から送信される測距信号を用いて位置

を測定する原理上，一般に次のような要因により測位誤

差を生じるのは避けられない。

１．電離層伝搬遅延：電離層の電離状態の不規則性の影

響により，モデルによる補正後も２～５m程度の誤

差が残留する。この電離層遅延誤差は DGPS処理に

より低減できるが，SBASなどの広域補強システムで

は数m程度の誤差が予想される。
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２．対流圏伝搬遅延：天頂方向で2.5m程度で，モデル

による補正後の残差は0.5m程度とされる。DGPS処

理により除去できるが，基準局‐移動局間の高度差に

相当する成分は残留する。

３．受信機クロック誤差：一般に鉛直方向の測位誤差と

相関があることが知られている。

４．マルチパスおよびその他の誤差

これらはどれも衛星までの距離測定における誤差である

が，GNSSでは水平線（あるいは地平線）よりも上方の

衛星のみしか利用できない制約により，受信機クロック

誤差と鉛直方向の測位誤差との間に相関が生じる。この

ため，ユーザの三次元位置を計算すると，一般に鉛直方

向は水平方向に比べて測位精度が劣る。たとえば GPS

の典型的な測位精度は，水平方向については13mとさ

れるが，鉛直方向は22ｍである［４］。仮にユーザ受信機

側で精密なクロックが使用可能であれば，鉛直方向の測

位精度を向上できる［６］。

　ただし，これらの誤差は GNSSの実装にあたりはじ

めから考慮されている。たとえば，SBASのインテグリ

ティはこれらの誤差を考慮したうえで確保されており，

進入着陸フェーズにある航空機に対して鉛直方向誤差は

４～６m（95％値）とされている。

2.2.2　ジオイドデータの精度

　航空機の飛行する高度は一般的に標高で表示される。

日本国内における標高の定義は東京湾平均海水面水準か

らの高度であるが，ジオイド面からの高度としても大差

はない。ジオイド面からの幾何高度 Z（標高），ジオイ

ド高（ジオイド面の楕円体からの高度）N，楕円体高（楕

円体からの高度）hとすると，これらの関係は

　Z＝ h－ N ⑴

となる。GPSが直接に測定できるのは楕円体高であり，

標高を得るためにはジオイド高を知る必要がある（図１

参照）。

　このため多くの GPS受信機はジオイド高データ（ジ

オイドマップ）を内蔵し，こうした変換を行っている。

全世界的なジオイドマップとしてよく知られているのは

NASA/NIMAが衛星測地技術により作成した EGM96モ

デルで［７］，経緯度ともに0.25度間隔のグリッドデータが

提供されている。我が国については，国土地理院が作成

したジオイドマップが利用でき，２km程度の格子間隔

でジオイド高を得ることができる［８］。

2.2.3　地理緯度と地心の緯度

　地球の形状は回転楕円体のため，地理緯度（geo-

graphic latitude）φと地心緯度（geocentric latitude）

φ'は異なる値となる。地心緯度φ'を求めるには，地理

緯度φ，経度θ，高度 hの地点の ECEF座標 x，y，zから

φ'=  ���－1    �/     �2+ �2µ とすればよい。

　さて，地理緯度φと地心緯度φ'が異なるため，高度

Hの地位から真下の地面を見たときの直下点 Pと，同

じ位置から地球中心に向かう直線と地面との交点 P′は

異なる地点となる。ジオイドデータは通常前者で表示さ

れるが，重力の計算においては後者を用いるべきである

ため，これらの位置が大きく違うようであれば補正が必

要となる。

　この地理的直下点 Pと地心直下点 P′の差緯はφ＝

45.1degのときに最大値33.532mとなるが，ジオイド高

や重力の計算にあたってはこの程度の位置誤差は許容で

きる。

３　気圧高度計

　現在，航空機の高度測定に一般的に用いられているの

は気圧高度計である。ここでは気圧高度計の原理を説明

し，誤差要因を整理するとともに，その補正方式につい

て述べる。

3.1　気圧高度計の原理

　GPSが測定する幾何高度（geometric height）Zに対

して，気圧高度計は一般にジオポテンシャル高度

（geopotential height）Hを測定する。これらの関係は，

地上の重力加速度を g0 m/s2，上空における重力加速度

を gとすれば，

　�
�

� ��φ���Ｚ
��φ�Ｚ

��
+=∫= ������ ����

����� �

�
 ⑵

となる（R(φ)は緯度φにおける地球半径）。式⑵による

Hと Zの差異は，たとえば Z=10000ｍのとき赤道上で H

＝9983.361ｍ，極点で H＝9984.293 mである。図１：標高とジオイド高（Z ＝ｈ－N）
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　さて，平衡状態にある高さ Zの気柱を考えると，大

気密度ρkg/m3および重力加速度 gを用いて高度 Zと大

気圧 PN/m2の関係を次のように表せる。

　dP＝－ρgdZ ⑶

気体方程式ρRT＝ MP（R J/Ｋ/molは気体定数，T Kは

気温，M kg/molは大気のモル質量）より，

　RTdP＝－ MPgdZ ⑷

ここで，R，Mは一定とみなせるものとし，気温 Tの変

化が高度 Hに対して線形であるとして，

　T = T0＋ LH ⑸

の近似を用いることとすると（添字0は地上における値

を意味する），

　
0� 0

0 �

�
0��

= +��
���

�

 ⑹

あるいは

　 �
�

0� 0� �
0�
�

���

0

－= 
－
�  ⑺

が得られる［１］。Lは気温減率と呼ばれるパラメータであ

る。

　式⑹あるいは⑺からわかるように気圧高度計は大気の

状態によりさまざまな影響を受けるため，標準的な大気

モデルを定めておくと都合がよい。代表的な国際標準大

気モデルのひとつは ICAO（International Civil Avia-

tion Organization：国際民間航空機関）が1952年から

採用している ICAO標準大気で，そのパラメータは表

１のとおりである［９］。

　気圧高度計は，実際の大気の状態に関わらず，表１の

パラメータに従って気圧を高度に変換する。この場合の

気圧と高度の関係は式⑹および式⑺にパラメータ値を代

入することで得られ，たとえば L＝－0.0065ならば

　
0�

�
=

288.15
288.15－0.0065 �

5.25588

 ⑻

　 4.43308×104 �
=

1013.25

0.190263

� 1－

 ⑼

となる。こうした関係を図示すると，図２のようになる

（図２では気温減率 Lが高度 Hに依存することも考慮

されている）。

3.2　気圧高度計の誤差

　気圧高度計は，実際の大気の状態に関わらず標準大気

を仮定して気圧を高度に変換するため，その指示は大気

環境の変動により直接的な影響を受ける。また，式⑹あ

るいは⑺は地上における重力加速度 g0を含むため，その

変動も気圧高度計の指示を変化させる。以下，これらの

要因を検討し，実際に採用されている高度計規正方式に

ついて述べる。

3.2.1　地上気圧の変動

　地上気圧が P0から P'0に変動すると，高度 Hにおける

気圧の測定値は

　
0��������

0�
0�

+��

0 �

���

�

 ⑽

となる。これと式⑺の関係から，地上気圧 P'0における

高度計の指示 H'は

表１：ICAO標準大気の諸定数

図２：気圧と高度の関係（標準大気）
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　 0

�

�

0
�� － � =  －

� 0

�

��

0

0－�
�
・  ⑾

と近似できる。

　式⑾は地上気圧の変動による気圧高度計の指示誤差を

意味しており，図示すると図３の破線のようになる。近

似を用いずに計算した結果は同図の実線のとおりであ

り，H=0,2000,4000,6000,8000,10000ｍに対してそれぞれ

表示した。近似による式⑾はほぼ誤差の最大値を与える

ことがわかる。

3.2.2　地上気温の変動

　地上気圧の変動と同様の取扱いにより，地上気温が

T0から T'0に変動したときの高度 Hにおける高度計の指

示 H'は

　
0�

0�' 0�
�'µ �µµ    �－        ＝  － 

－
 ⑿

となる。

　式⑿を高度毎に図示すると，図４の破線のようになる。

近似によらず計算した結果は実線のとおりであり，おお

むね良い近似となっていることがわかる。

3.2.3　鉛直気温分布の変動

　式⑺は上空の気温が T＝ T0＋ LHと近似できるとの仮

定に基づいて導かれているため，現実の鉛直気温分布が

これから外れると測定誤差を生じる。近似が成り立って

いるものとしても，気温減率が Lから L'に変動すると，

式⑹および式⑺の比較より高度計の指示 H'は

　 �0�+ －0�
0� ���

0�
��µ＝

��
�

－

 ⒀

となる。気温減率 Lの変動による影響を図５に示す。

3.2.4　重力加速度の地域差

　地表面上における重力加速度の国際標準値は g０＝

9.80665m/s2とされるが，実際は場所により異なる値と

なる。測地基準系1980（GRS80）による正規重力式（地

球を質点とみなした場合の楕円体面上における重力）は

地理緯度φ radの関数として与えられており［９］，赤道

上で9.78033m/s2，極点では9.83219m/s2となることから

その差は約0.53%である。

　重力加速度の違いによる高度測定誤差を，図６に示す。

図５：気温減率L の変動による気圧高度計の指示誤差

図６：重力加速度g０の変動による気圧高度計の指示誤差

図３：地上気圧P０の変動による気圧高度計の指示誤差

（破線は近似による）

図４：地上気温T０の変動による気圧高度計の指示誤差

（破線は近似による）
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左右の破線は赤道上および極点における正規重力値に対

応し，±20ｍ程度の影響があることがわかる。

　現実に観測される重力は，正規重力値に加えて地形や

大気，太陽および月による影響を受ける。正規重力値に

対する重力異常の実測値は±２～３×10－4Ｇ程度である

から［９］，局所重力として正規重力値を採用するならば

0.03%程度までの誤差が含まれる可能性がある。これに

よる影響は小さいので補正の必要はないと思われるが，

必要であれば後述の EGM96などによる重力モデルを利

用できる。太陽および月による潮汐力も重力に影響を及

ぼすが，これらの影響は100μgal＝10－7G程度のオーダ

であり，無視できる［10］。

3.2.5　潮汐の影響

　標高とは平均海水面からの高度であって，潮汐による

影響は除いて定義される。ジオイドデータも潮汐につい

ては平均変位を用いて計算されているから，一般に

GNSSにより得られる標高には潮汐による影響は含まれ

ていない。一方，気圧高度計は現実の大気の等重力ポテ

ンシャル面を基準として高度を測定するから，潮汐によ

り海水面高度に変位が生じているとその影響を受ける。

すなわち，正確な標高を得るためには気圧高度から潮汐

による変動分を差し引く必要がある。

　潮汐による影響の大きさは，日本付近の洋上では±１

m程度であり，これを補正するには適当な海洋潮汐モ

デルを用いることになる。また，潮汐力は海洋のみなら

ず固体地球に対しても働くから，地表面と地球中心との

間の距離はこれに応じて変動している。このため，正確

な対地高度を求めるためには陸上であっても固体地球潮

汐モデルによる補正を要し，その大きさは±30cm程度

である。固体地球潮汐による地表面の変位を計算した例

を，図７に示す（平均に対する上下方向の変位分を表示

してある）［11］。

3.3　気圧高度計の補正

　以上に述べたように気圧高度計指示は大気の状態によ

り影響を受けるため，高度計規正値（altimeter 

setting）により補正をすることとされている。このため

には，地上における気圧を0.01 inHg＝0.338653 hPa単

位で表現した値が用いられる。一般に使用される高度計

規正値の定め方は次の三通りである。

QNE ―標準大気による換算値をそのまま指示するため

に高度計規正値を 2992とする（29.92 inHg＝

1013.25 hPa）。

QNH ―滑走路上で高度計が空港標高を指示するように

高度計規正値を定める。

QFE ―滑走路上で高度計の指示がゼロとなるように高

度計規正値を定める。

我が国では14000ft（転移レベルという）以上の高度で

は QNE，未満では QNHを使用することとされており，

QNEによる高度を表す場合はフライトレベルと称する

（たとえば高度20000ftは FL200）［12］［13］。

3.3.1　QNH規正

　QNH値（QNHによる高度計規正値）は，地上にお

ける気圧の実測値に基づいて決定される。高度 H1の地

点で観測された大気圧を P1とすると，QNH値として

　
0 �

����

0�
0��� � ＝ 1

1+
�

 ⒁

に相当する値を設定すればよい。気圧高度計は

　
�

��

0 �－ 0� 0�� ＝
��

�
－
�

 ⒂

により高度を算出するから，T0や Lなど他のパラメータ

の変動に関わらず，大気圧 P1に対応して高度 H1を指す

こととなる。

3.3.2　気温による補正

　QNH規正は地上気圧の補正のみで滑走路上の気圧高

度計に正しい指示を与えることができるが，上空でも有

効な補正を得るには地上気圧以外のパラメータについて

も考慮する必要がある。上空で知ることのできるパラ

メータのひとつは気温 Tであるから，これを補正する

ことを考える。

　高度 H1における気温 T1，またユーザ位置 xにおける

気温を Tとすると，局地的な気温減率および地上気温

を算出できる。

　
� �

� ＝1
1

1(�）
－

� �－
 ⒃

図７：固体地球潮汐による変位（東京都調布市）
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　T0（x）＝ T1－ L（x）H1 ⒄

空港に着陸する際には，到着空港における気象情報から

P1，T1はわかっている（P1は QNH値よりわかる）。滑走

路の高度 H1も既知であるから，このような補正を行う

ことは可能である。なお，式⒃の計算にはユーザ高度 H

が含まれているが，これについては QNH規正により一

度高度を求めて使用することで対処できる。

　なお，現在のところ一般に航空機搭載航法装置に対し

ては気象データの供給はなされておらず，パイロットが

気圧高度計に高度計規正値（QNH値）をセットするの

みである。航空管制のデータリンク化に伴い所要の気象

データを自動的に伝送することが考えられており［14］，

実用化されれば航法装置での利用も可能となるものと思

われる。SBASおよび GBASで提供される航法メッセー

ジには QNH値と気温情報のいずれも含まれていない

が，気圧高度計による補強を有効に利用するにはこうし

た情報が必要となるものと考える。

４　補正効果の評価

　気圧高度計に対して前章に述べたような補正を施すこ

とにより指示誤差を低減することができると思われる

が，その効果は時々刻々の気象条件に左右される。気圧

高度を GPSの補強に利用する際にはこうした指示誤差

についてあらかじめ統計的な知識が不可欠であることか

ら，気象庁による観測データを使用して我が国における

気圧高度計の補正による効果を調べた。

4.1　高度依存成分

　まず，航空機の高度に依存して増加する指示誤差の程

度を考える。空港に着陸する航空機は気象観測点（空港）

との距離はそれほど大きくないが，高度が比較的大きく

変化するため指示誤差のうち高度に依存する成分に興味

がある。こうした高度依存成分を，３年分の高層気象観

図８：気象観測所の配置（▲は高層気象観測所） 図９：気圧高度の補正効果（高度依存成分）
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測データにより調べた［15］。これは図８に示す国内20ヶ

所の観測所（▲印の観測所）がラジオゾンデを用いて毎

日２回実施している観測で，地上のほか指定気圧面（1000, 

925, 900, ･･･ , 15, 10, 5hPa, 計25面）における高度およ

び気温が測定されている。データ総数は各気圧面で

44844点であった1。

　集計結果は図９のとおりで，高度別に気圧高度計指示

誤差の平均値と極値を表示してある。⒜は気象状況によ

る補正をせずに標準大気モデルを利用する場合（QNE

規正）で，地上付近でも指示誤差が最大－212～449m

と大きくなっている。高度の上昇にともない誤差はさら

に増加し，高度11000mでは最大±800m以上となる。

　QNH規正を行う場合は⒝のとおりで，前述のように

地上では指示誤差がなくなる。上空での誤差は QNE規

正の場合とそれほど変わらないことから，14000 ft＝

4267m以上で QNE規正を用いることとされているのは

合理的である。QNH規正に加えて式⒃，⒄の気温によ

る補正を行うと，⒞のような効果が得られる。⒝に比べ

て誤差が半分程度に抑えられており，気温による補正処

理が高度依存成分の除去に有効であることがわかった。

4.2　距離依存成分

　次に，気圧高度計指示誤差のうち水平距離に依存する

成分について考える。航空路上を飛行する航空機は高度

変化が少ないため，高度よりも水平位置により変化する

誤差の影響を受ける。こうした距離依存成分については，

地上気象観測データから算出した［16］。このデータには

３年分の国内156ヶ所の観測点（図８の○印）における

地上気圧・気温の測定値が含まれており，毎日24回の観

測が実施されている。データ総数は400万点以上であっ

た。

　距離に依存する成分を求めるために，ある時刻のデー

タセットから２地点を選び，一方の地点の観測値により

求めた補正値（QNH規正値など）によりもう一方の地

点にある気圧高度計の補正を行った場合の指示誤差を計

算する。すべての２地点間の組合せのうち距離が300 

km以下のものについて集計したところ，図10の結果が

得られた。この図の横軸は地点間の水平距離で，気圧高

度計指示誤差の平均と極値を示した。標準大気モデルを

用いる⒜では支持誤差と距離との相関がそれほど強くな

く，距離によらず±500m程度までの誤差を生じる。⒜

では正負の指示誤差がそれぞれ低気圧および高気圧によ

る影響を表しており，観測所の標高によりそれらによる

影響の大きさが異なるため最大値と最小値の絶対値が異

なっている。

　⒝は QNH規正を施した場合，⒞はさらに気温による

補正を加えた場合の指示誤差である。これらは２地点間

１ 　1000hPa面および2000m以上の高空の気圧面についてはデータ数が若干少ない。

図10：気圧高度の補正効果（距離依存成分）
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で相互に補正を行うため，各水平距離に対応して絶対値

の等しい正負の指示誤差が生じている。補正のない⒜と

比べると距離依存性が強くなっており，補正値を求める

地点が遠くなるほど補正による効果が薄れることがわか

る。ただし，距離あたりの指示誤差の最大値は図中に破

線で示したように⒝で± 5.092m/km，⒞で± 5.359 

m/kmであった。これらの差異が小さいことから，距離

依存誤差を補正するには QNH規正で十分であり，気温

の補正は不要といえる。

５　気圧高度の補正例

　気圧高度の補正効果を実際に確認するため，実験用航

空機により収集したデータを用いて試算を行った。実験

データは当所の実験用航空機ビーチクラフト B99により

取得しており，本機の実験用静圧管系統に Collins社製

エアデータコンピュータ ADC-85を接続し，ARINC429

バスに出力される気圧高度および外気温データを記録し

た。また，NovAtel社製 GPS受信機 RT-20（１周波，

ナローコリレータ方式）を搭載して同時に測位データを

収集するとともに，DGPS処理のために調布市の当所実

験室に設置した同型式の GPS受信機でも測定を行った。

2002年３月４日昼に仙台空港を離陸し，図11のように，

図11：実験機の飛行経路

図12：気圧高度の補正例
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大島，浜松，串本を経由して高知空港まで飛行した。飛

行高度は最初20000ftとし，途中で段階的に降下させた。

当日の天候は晴れ，気温は仙台空港で８℃，高知空港は

14℃であった。

　図12上段が DGPSにより測定した高度で，EGM96ジ

オイドマップを使用して標高に変換してある。二段目に

は（ⅰ）QNE規正（標準大気モデル）による高度，（ⅱ）

QNH規正（地上気圧を補正，重力・幾何補正あり）に

よる高度，（ⅲ）QNH規正に加えて気温による補正（重

力・幾何補正あり）を施した高度，のそれぞれ DGPS

高度との差を表示した。

　（ⅰ）の QNE規正では標準大気モデルがそのまま用

いられているから，地上においても指示誤差が発生して

いる。一方，（ⅱ）の QNH規正を行うと地上における

高度は正しく指示されるようになるが，地上気圧のみし

か補正していないため，この例のように上空では誤差が

増加する場合があることがわかる。この例では，指示誤

差の RMS（root mean square）値は97.6mであった。

なお，この計算で使用した QNH値は飛行中に管制機関

により指示された値を収集したものであり，第三段目に

示すとおり高気圧の影響により高めの値となっている。

　高知空港付近の気温が仙台空港と比べて標準大気に近

かったことから，QNH規正による指示誤差は実験の前

半部分で大きく，徐々に減少している。このような状況

であるから，さらに（ⅲ）の気温による補正を施すと上

空における指示誤差を大幅に減らすことができ，この例

では，RMS値で28.9mとなった。補正に使用した気温

減率 L1（x），地上気温 T1（x），滑走路高度 H1（x）は図中最

下段のとおりで，離陸後浜松付近までは仙台空港（H1＝

1.7ｍ），その後は高知空港（H1＝７ｍ）における気象デー

タを与えた（変更した地点を図11に×印で示す）。なお，

気温減率 L1（x）については，極端な値となることを防ぐ

ため－3.5～－9.5Ｋ/ｋｍの範囲に制限して用いた。

　指示誤差と高度との関係を，図13に示す。地上および

1000m程度までの低高度では QNE規正の場合の誤差が

目立ち，QNH規正を適用すると誤差を除去できる様子

がわかる。また，高度が上がった場合は気温による補正

を加えることが有効であり，誤差を半分以下に抑えられ

る。前述したように仙台空港付近と高知空港付近で気温

が大きく異なったため，上昇中および降下中の指示誤差

図13：指示誤差の高度と関係

補正要素 平均
ｍ

最大
ｍ

最小
ｍ

高度あたりの補正効果
ｍ /km

QNH規正 54.08 73.80 43.58 ―　

気温補正 －47.70 7.025 －172.7 －11.02

重力補正 2.727 5.320 －0.007 0.9379

幾何補正 2.226 5.868 0.0 0.5536

表２：要素別の補正効果
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に差異が生じている。

　気象観測データから推定した図９と比べると，実験結

果は予想される範囲内であった。地上付近では誤差が若

干大きな部分があるが，これは気温センサの測定精度に

よる影響と思われ，対応する部分では L1（x）が制限範囲

一杯に振り切っている（図12最下段）。この対策としては，

地上付近の低高度領域では気温による補正を行わず，

QNH補正のみにすることが有効と考える。

　QNE規正の場合に対する補正効果を指示誤差の要因

別にまとめると，表２となる。気温補正以外はほとんど

が正の方向への補正であり，いずれも数ｍ～数10ｍの大

きさである。気温補正の最大値は－172.7ｍであり，補

正による効果は大きい。高度あたりの補正効果（高度１

kmあたりの平均補正効果を，高度100m以上を対象と

して算出したもの）でも－11.02m/kmと大きな値を示

した。重力補正および幾何補正についてはそれほど大き

な補正量とはならないことから，これらの必要性につい

てはさらに見極めを要するものと思われる。

６　むすび

　航空機の世界的な航空システムとして，衛星航法シス

テム GNSSの導入が進められている。本報告では，航

空機の高度センサとしてこの GNSSを利用できる可能

性について述べ，標準計器として広く使用されている気

圧高度計との比較を行った。GNSS高度計は気象状況に

よる補正が不要であり，絶対精度および信頼性に優れた

高度情報を提供できる特長がある。GNSSの実用化は数

年後に計画されているが，GNSS機上装置の装備機は

GNSS高度計のためのセンサを持つことになるため，

GNSS高度計は経済的に導入できるものと思われる。

　ただし，飛行実験の結果からも明らかなように，気圧

高度計による指示は実際の飛行高度とは大きく異なる場

合が少なくない。航空機の高度計については安全上周辺

機と同一の誤差特性となることが望ましいため，気圧高

度計と GNSS高度計の同一空域での混在を許容するに

は工夫が必要である。

　一方，衛星航法システム GNSSの信頼性を向上させ

るためには，高度方向については気圧高度計による補強

が可能である。ただし，気圧高度計は大気環境の変動に

より指示誤差を生じるためこうした影響を補正する方式

を検討するとともに，わが国における気象観測データか

ら実際に予想される指示誤差を見積もった。この結果，

現行の QNH規正に加えて気温による補正を行うと，高

度に依存する誤差成分を低減できることがわかった。さ

らに航空機による飛行実験で収集した観測データを利用

して補正効果を確認した結果は，一部を除いて気象観測

データによる予想誤差の範囲であった。

　気圧高度計による GNSSの補強を図るには，進入着

陸用であれば QNH規正が，航空路上でも使用するので

あればさらに気温による補正が必要である。今後，気圧

高度計による GNSSの補強を実用化するには，現在の

航空航法システムでは気圧高度計の補正に有効な気象

データが提供されていないため，航空管制用データリン

クあるいは SBASまたは GBASといったデータリンク

を介して所要のデータチャネルを確保する必要がある。

提供するべき気象データの時間的・空間的分析解能と

データ伝送容量とのトレードオフは，今後の検討課題で

ある。
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