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abstract

  Ionospheric delay is recently recognized as a major error source for satellite navigation systems. The wide-area 

differential GPS systems broadcast ionospheric correction information to suppress ranging error due to ionosphere. 

For example, US WAAS and Japanese MSAS broadcast ionospheric corrections for grid points located at every 

five by five degrees of geographic latitude and longitude. The performance of these systems depends on activity 

of ionosphere. 

  In fact the ionosphere has the significant activities in low magnetic latitude regions including southwestern 

Japan. In order to mitigate ranging error caused by active ionosphere and thus to improve the performance of the 

wide-area differential GPS systems, it is said that one possible way is enhancement of the spatial density of the 

ionospheric corrections. The author investigated the effect of the density of ionospheric corrections through 

generating the wide-area differential correction information regarding various ionospheric grid spacing. The 

corrections were applied to measurements at user locations to analyze user positioning accuracy. The results 

demonstrate changing grid spacing of the ionospheric correction information might not be effective to improve 

user positioning accuracy unless applying additional monitor stations or further modification of the correction 

algorithms. 

*通信・航法・監視領域



� 電子研報告 No.��9 �008

１　はじめに

　GPS 広域補強システムとは日本全国あるいは大陸規

模の広い範囲にわたって GPS（global positioning sys-

tem：全地球測位システム）の性能を向上させるもので

あって，我が国では静止衛星を利用する MSAS（MTSAT 

satellite-based augmentation system：運輸多目的衛星

用衛星航法補強システム）の整備が進められている［�］-［�］。

MSAS は ICAO（国際民間航空機関：international civil 

aviation organization） に よ る 国 際 標 準 規 格 SBAS

（satellite-based augmentation system ：静止衛星型衛

星航法補強システム）［�］［�］に基づく補強システムであっ

て，静止衛星から GPS と同等の測距信号を放送すると

ともに，日本全国にわたり測位精度及び完全性を補強す

る機能を持つ。一方，現在我が国が開発を進めている

QZSS（quasi-zenith satellite system：準天頂衛星シス

テム）も，測位ミッションの一部として GPS の補強情

報を放送する計画であり［�］，このうちサブメータ級補強

信号（L�-SAIF；submeter-class augmentation with in-

tegrity function）については SBAS をベースとして開

発が進められている。

　我が国は低磁気緯度地方にあるため電離層伝搬遅延が

大きく，これが衛星航法システムの最大の誤差要因とさ

れている［�］-［9］。特に QZSS では測位精度の改善のために

電離層遅延補正情報のグリッド間隔あるいは形式の変更

が検討されているところであるが，その効果について定

量的に確認した例はない。このため，GPS 広域補強シ

ステムにおける電離層遅延補正情報のグリッド間隔と

ユーザ測位精度の関係について知見を得ることを目的と

して，実際にグリッド間隔を変えて広域ディファレン

シャル補正処理を実行した結果を報告する。

　以下，まず２章で SBAS の電離層遅延補正方式につい

て述べ，本論文における検討対象を明らかにする。メッ

セージ形式及びユーザ受信機における処理手順は SBAS

規格により決められているものであるが，補強システム

内部における補強情報の生成方式については特に規格化

されていないことから，本論文では MSAS における電

離層遅延補正情報の生成手順の概要を述べることとし

た。続いて３章ではグリッド間隔を変えて補正性能を調

べた結果を述べ，その解釈を与えることとする。最後に

４章に結論を述べる。

２　SBAS の電離層遅延補正方式

　SBAS は，一周波受信機により精度の高い位置情報を

提供するため，GPS 衛星の軌道情報誤差，クロック誤差，

電離層遅延といった測位誤差の要因別に補正情報を放送

することとしている。本章では SBAS における広域ディ

ファレンシャル補正方式について述べるとともに，電離

層遅延補正のために規定されている補正メッセージ及び

ユーザ受信機の処理手順，また SBAS サービスプロバイ

ダ側における電離層補正情報の生成方式について述べ

る。

2.1 広域ディファレンシャル補正

　広域補強システムである SBAS の基本的な目的のひと

つは，サービスエリアの全域にわたって有効な広域ディ

ファレンシャル補正情報［�0］を提供することである。こ

のためディファレンシャル補正はベクトル方式，すなわ

ち，GPS 衛星の軌道情報誤差，クロック誤差，電離層

遅延，対流圏遅延のそれぞれについて個別に補正を行う

こととされている。このうち，対流圏遅延を除く三者が

SBAS 衛星から放送される。対流圏遅延についてはあら

かじめ決められた遅延量モデルにより求めることとさ

れ，SBAS 受信機はこのモデル及び必要なパラメータを

内蔵している。

　ディファレンシャル補正処理は，SBAS 受信機が測定

した擬似距離に対して適用する。受信機が測定した

GPS 衛星 j に関する擬似距離を ρ j とすると，

　　　ρ～j = ρj + FCj + ICj + TCj  （�） 

として補正して得た ρ～ j を位置の計算に使用することと

なる。FCj，ICj，TCj はそれぞれ衛星クロック補正値，

電離層遅延補正値，対流圏遅延補正値である。GPS 衛

星の位置についても補正値が与えられるので，補正して

得た GPS 衛星位置を基準として，上式による補正済み

の擬似距離を用いて受信機位置を計算する。

2.2 電離層補強メッセージ

　SBAS の電離層遅延補正情報としては，IGP（iono-

spheric grid point）における垂直遅延量がユーザに放

送される［�］［�］。IGP は図１のとおり配置されており，経

度方向に区切られたバンド０～８と極域のバンド９～

�0，合計��バンドに分けて管理されている。南緯��度か

ら北緯��度までの範囲では経緯度で５度毎に IGP が設

定されているが，極域では�0度あるいはそれ以上の間隔高精度測位補正技術開発プロジェクトチーム
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とされており，これは経度あたりの距離が短くなること

などの理由による。

　各 SBAS は図１のすべての IGP の情報を放送する必

要はなく，担当のサービスエリアにおいて必要な IGP

のみを対象とすることができる。すなわち，遅延量とは

別に IGP マスク情報が放送されており，これにより補

正対象の IGP が指定される。

　SBAS で電離層遅延補正に用いられるメッセージは，

表１のとおりである。メッセージタイプ�8は IGP マス

ク情報であり，各 IGP バンドに含まれる最大�0�個の

IGP について，補正情報の放送の有無を指示する IGP

マスク値を放送するものである。各 IGP バンドの IGP

マスク値が１であった IGP については，��個ずつをま

とめて IGP ブロックと呼ぶ。

　実際に遅延量が含まれるのはメッセージタイプ��であ

り，各 IGP バンドのいずれかの IGP ブロックについて，

��個の IGP に対応した垂直遅延量及びインテグリティ

情報（垂直遅延量の不確実性を表す情報。表１の GIVEI

が相当する）を放送する。IODI（issue of data, iono-

sphere） はメッセージ間で IGP マスク情報を一致させ

るために用いられる管理番号で，メッセージタイプ��の

内容は同一の IODI を持つ IGP マスク情報に基づいてデ

コードされなければならない。

2.3 ユーザ受信機処理

　ユーザ側において各衛星に対する電離層遅延補正値を

得るには，まず測距信号が電離層を通過する位置（IPP; 

ionospheric pierce point）を次式により求める［�］。

 （�）
　

 （�）

ここで，φu，λu はユーザ位置の緯度及び経度，ej，aj は

補正対象の衛星 j の仰角と方位角である。ψはユーザ位

置及び IPP 位置のそれぞれと地球中心を結ぶ直線がつ

くる中心角で，

　  （�）

より得る。RE は地球半径，また Hiono = ��0km は電離層

高度である。

　IPP 位置における垂直遅延量は，周囲の IGP における

垂直遅延量（メッセージタイプ��により放送される）か

図１　 SBAS における IGP の配置（IGP バンド８まで）
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ら双一次補間（bilinear interpolation）により求める。

周囲の４つの IGP を用いるものとして各 IGP の経緯度

を（λκ，φκ） と表せば（各 IGP は５度毎に配置されてい

るものとする。図２も参照），

　  （�）

となる。Ij
V は目的の IPP 位置における垂直遅延量，Ik

V

は各 IGP における垂直遅延量である。これは垂直方向

の遅延量であるから，擬似距離の補正に用いるためには，

更に

　ICj = － f（ej）・Ij
V  （�） 

として視線方向の遅延量に変換する。ここで用いられる

傾斜係数（obliquity factor）は衛星の仰角 e の関数で，

　  （�）

と定められている。

2.4 電離層遅延補正情報の生成方式

　SBAS で規定されているのは，以上の電離層補正情報

の形式及び内容とその適用手順のみである［�］［�］。具体的

な補正情報の作成方法については，所要の性能を達成す

るために適切なアルゴリズムを SBAS 開発者が選定す

る。MSAS 及び米国の WAAS（wide area augmenta-

tion system）では電離層遅延補正情報の生成にプレー

ナフィット（planar fit）［��］と呼ばれるアルゴリズムが

採用されている。

　プレーナフィット方式では，IGP k の周辺における電

離層垂直遅延量を経緯度に関する一次式でモデル化して

I^k
V（λ，φ）と表す。

　  （8）

モニタ局ネットワークにより観測された IGP 周辺（カッ

トオフ半径 Rcutoff 以内）の電離層遅延量 Ii, i = �, … , N

を用いて，係数｛â0 â� â�｝を最小二乗法により

表１　 電離層遅延補正用のメッセージ

図２　 IPP 垂直遅延量の補間



�ENRI Papers No.��9 �008

　  （9）

として定めれば，

　Îk
V = â0 （�0）

から IGP k の位置における電離層垂直遅延量の推定値を

得ることができる。行列 G は電離層遅延量の測定値が

得られた IPP（緯度及び経度をφi,λi とする）の IGP 位

置に対する幾何学的関係を表し，

　   （��） 

である。W －�は測定値に関する共分散構造を表す行列で

ある［��］。

　モニタ局では，二周波の観測データを利用して

　  （��）

より電離層遅延量を直接測定する。ここで，γ = （fL� = 

fL�）
�，またη, τはそれぞれ受信機側及び衛星側の周波数

間バイアス（interfrequency bias; ハードウェアバイア

スあるいは L�/L�バイアスなどとも呼ばれる）［��］であり，

r（i）, s（i）は観測データ i に対応したモニタ局及び GPS

衛星へのインデックスである。

３　補正情報のグリッド間隔と補正性能

　SBAS 方式では電離層補正情報は５度毎の IGP におけ

る垂直遅延量として放送されるため，測位精度の向上を

図るにはこの IGP 間隔を変更することが考えられる。

これによる効果を，当所が開発した広域補強システム性

能評価ツール［��］を使用して調べることとした。本ツー

ルは，モニタ局データから広域ディファレンシャル補正

情報を生成し，これをユーザ局データに適用してユーザ

測位精度を求めるものである。補正情報の生成の際に

IGP 間隔を変更し，それぞれについてユーザ測位精度を

評価することとした。

　モニタ局及びユーザ局の観測データとしては，国土地

理院が運用する連続観測システム GEONET を利用する

こととした［��］。モニタ局については，現実の広域補強

システムを参考にして，MSAS 国内局の配置に近い６局

（札幌，茨城，東京，神戸，福岡，那覇）を選定した。

作成された広域ディファレンシャル補正情報について

は，IGP 配置による影響のみを見るため，量子化は行わ

ない（本来の SBAS では��.�cm 単位に量子化される）。

その他の計算条件は，表２にまとめてある。計算対象と

した時間帯における電離層の様相は平均的であり，地磁

気活動の程度を表す Kp 指数は�+ ～�－であった［��］。

　ユーザ局としては，男鹿，御前崎，高山，高知におけ

る観測データを使用した。IGP 間隔を SBAS と同じ５度

に設定したところ，いずれのユーザ局においても水平方

向については0.�～0.9m，垂直方向では0.9～�.�m 程度の

測位精度が得られた（いずれも RMS 値，以下も同様）。

図３　ユーザ測位誤差の例（2004年５月６日，高山）

図４　 IGP 間隔とユーザ測位精度（白抜き：水平方向，黒色：

垂直方向）
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試験中の MSAS に対して大きな性能差はなく，性能評

価ツールにより作成されている広域ディファレンシャル

補正情報は妥当なものといえる。参考までに，同じ時期

の GPS 単独測位（航法メッセージによる電離層遅延補

正あり）による測位精度は，�.9～�.�m（水平）及び�.�

～�.0m（垂直）程度であった。高山局における測位誤

差の様子は図３に黒色のプロットで示すとおりで，単独

測位（灰色）の場合に生じている大きな誤差が抑えられ

ていることがわかる。なお，高山は MSAS の国内モニ

タ局のほぼ重心付近に位置し，補正精度がもっとも良好

な地域である。

　IGP 間隔を変更した場合の測位精度を，図４に示す。

白抜きのプロットは水平方向，また黒色は垂直方向の測

位精度を表す。�0度以下の IGP 間隔では測位精度は大

きく変わらず，ユーザ位置によりほぼ決まっていること

が分かる。すなわち，測位精度の改善のために単純に

IGP を増加させても，実際には期待するような効果は得

られない可能性が高い。

　直感的にはユーザ測位精度は IGP の間隔に大きく左

右されるように思えるが，IGP 間隔を変えた場合でもモ

ニタ局における観測データには増減がないことに注意が

必要である。すなわち，追加された IGP においても，

垂直遅延量の推定に利用可能なのは付近の IGP と同一

の観測データでしかなく，同じような推定値が得られる

に過ぎない。

　プレーナフィット方式ではカットオフ半径 Rcutoff が少

なくとも800km 程度以上とされているが，たとえば図

５は MSAS の国内６モニタ局で観測された IPP の分布

を表示したものである。図中には半径800km の円を１

度だけ経度を離して描いてあるが，この円内に含まれる

IPP の集合にはほとんど差がみられない。すなわち，互

いに近い位置にある IGP 同士では遅延量の推定に使用

する IPP の集合が似ているため，式（9）により得られ

る平面はほとんど同じものである。ユーザ受信機側では

IGP における垂直遅延量に対して式（�）による補間を

適用したうえで補正処理に利用するので，IGP が数多く

配置されたとしても，それらの遅延量が同一の平面から

得られている限り補正値としては変化がないわけであ

る。電離層遅延補正の効果は IGP 密度とモニタ局密度

の関係によって決まるのであって，電離層補正情報のグ

リッド間隔を縮小するのであれば，それに見合う密度で

表２　広域ディファレンシャル補正情報の計算条件

図５　IPP の分布例
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モニタ局を配置する必要があるものと考える。

４　むすび

　我が国では電離層伝搬遅延が最大の誤差要因とみられ

ることから，GPS 広域補強システムの測位性能改善に

は電離層遅延補正情報のグリッド間隔の精細化が必要と

されることがある。ところが，実際に IGP 間隔を変え

て広域ディファレンシャル補正処理を実行したところ，

ユーザ測位精度に大きな変化はみられなかった。この原

因は IGP の増加に見合う密度のモニタ局が与えられて

いない点にあると思われることから，測位精度の改善の

ためには，単に IGP を増加させるだけでなく，モニタ

局の追加や電離層補正アルゴリズムの変更などより一層

の工夫が必要と考える。
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