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Abstract

Ground-based Augmentation System (GBAS) is a safety-critical satellite-based aircraft precision approach

and landing system, and supports all phases of approach, departure, and surface operations. The ICAO Standards

and Recommended Practices (SARPs) for GBAS provide the safety requirements, i.e. integrity, continuity, and

availability, as well as the system accuracy. The ENRI GBAS ground prototype system (Category-I) was developed

to realize the safety requirements through a safety design process based on the probabilistic safety assessment

(PSA), and includes the integrity monitor algorithms (e.g. GPS satellite signal deformation, low power, code-carrier

divergence, excessive clock acceleration, erroneous ephemeris broadcast, ionospheric delay) in the risk mitigation.

The purpose of this paper is to describe the summary of a safety design process including an example of integrity

monitor algorithms, and a validation method for the safety assurance performed through the development of this

system. This paper provides the worst-case simulation result of performance validation for the signal deformation

monitor algorithm using the long-term real data which is collected by the prototype system installed at Kansai

International Airport.
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1 まえがき
GBAS（Ground-Based Augmentation System，地上
型衛星航法補強システム）は，狭域ディファレンシャル
GPS（DGPS）を技術基盤とした将来の民間航空機の精
密進入着陸システムである。現在，世界の主要空港に設
置されている ILS（Instrument Landing System，計器着
陸システム）は，滑走路付近から送信する VHFおよび
UHF帯の電波の変調度差を用いて，滑走路進入方位に降
下角 3度の進入経路を形成し，航空機に経路からの水平
および垂直偏差を指示する方式により，精密進入着陸を
実現する。ILSは，1945年に国際民間航空機関（ICAO）
において国際標準化され，現在では国内主要空港に整備
され，悪天候による低視程時の就航率向上，混雑空港に
おいて進入機を ILS経路上に配列して空港容量の増加を
図るなど，大きな役割を果たしてきた。ICAOは，1990

年代後半から，現在の VOR/DMEなど地上型の航法シ
ステムの全てを衛星航法に置き換える構想の下，ILSの
後継としてGBASの国際標準化の検討を始め，この活動
と平行し米国をはじめ日本を含む主要国で研究開発が開
始された。
研究開発は，DGPS機能をもつプロトタイプによる飛
行実験に始まり，ILSの航法精度要求に比較して GBAS

の航法システム誤差が十分小さいことが実証された。国
際標準は，まずディファレンシャル補正値などアップリ
ンクのインターフェースが検討された。次に，システム
の安全動作に関しては ILS と同様に極めて高い水準で，
機上側の警報動作の信頼度に関するシステムの安全性要
求の諸元が規定された [1]。このため，安全性要求を実現
する装置の開発は，その後の主課題となり，これまで米
連邦航空局（FAA），製造メーカ，大学など複数の機関で
研究開発が進められてきた [2], [3], [4], [5]。
現在の ILSは，進入経路を形成する送信アンテナ前方
で直接電波をモニタして経路の角度偏差など異常を検知
し，電波の送信を停止する。このため，安全性要求の設
計では，モニタや送信装置のコンポーネントの故障率か
ら，冗長系を考慮して故障時にモニタが未検出となる確
率を求め，安全性諸元を保証する手法がとられる。しか
し，GBAS は安全を阻害する要因が地上装置に限らず，
GPS衛星（制御セグメントなど全システムを含む）の異
常，不具合や電離圏擾乱による信号異常など地上装置の
外部にも存在する。
この課題に対し，過去に発生した衛星故障などによる
まれな GPS信号の異常と GBASへの影響が検討された
[6], [7]。また，北米で過去に発生した電離圏擾乱現象が

GBASの脅威となることが報告され，中磁気緯度の欧米
とは異なり，中磁気緯度から低磁気緯度を含むわが国で
は，特に低磁気緯度で異なる電離圏現象が脅威となるこ
とも判明した [8], [9]。
著者らは，国際標準の安全性要求を実現するため，シス
テム開発時に確率的な安全性設計の概念を導入して，安
全性要求を定量的に検証しながらシステム設計を行うプ
ロセスを実施し，これらの異常や不具合をモニタする機
能を有し安全性要求に合致したプロトタイプ装置を開発
した。また，装置を実用機材と同様に関西国際空港内の
滑走路近傍に設置し，長期に連続データを取得して設計
を検証した。
本論文では，初めに 2.で GBASの国際標準と安全性
要求について述べ，3.でGBASの基本動作と警報機能の
動作原理を示して，安全性要求を実現するためには，さ
らにリスク低減が必要である理由を述べる。次に，4.で
安全性要求を保証する設計プロセスについて，リスク配
分と安全性評価，主要な脅威のリスク低減手法の全体像
を述べ [10]，5.で新たに考案した衛星信号歪みのモニタ
アルゴリズムの設計例を示し，その検証手法を述べる。

2 国際標準の安全性要求
GBASの国際標準および勧告方式（SARPs）は，ICAO
によって ILSと同様に精密進入着陸システムとして定め
られ，（1）航法システム精度，（2）インテグリティ（完全
性），（3）コンティニュイティ（継続性），（4）アベイラビ
リティ（有効性）が定量的に規定される [1]。これらは，航
空機上の装置と地上装置のインターフェースである空間
信号（Signal-In-Space）の性能要求であり，機上側装置の
性能に関わらない要求と解釈される。このうち（2）～（4）
が，航法システムの安全性に関連する要求である。これ
ら要求は，CAT-I，II，IIIと呼ばれる精密進入の区分（カ
テゴリー）によって異なり，2001年に CAT-I運航を実現
するための国際標準のみが発効され，現在 CAT-II,IIIの
国際基準のベースライン案が策定され，米国，欧州，日
本により検証が進められている。
CAT-I国際標準では，航法システム精度は，95%値の垂
直精度が 4.0 m以内，水平精度が 16.0 m以内と規定され
ており，研究初期に著者らの一部が実施した実験用航空
機を用いた 187回の進入実験から，垂直・水平の 95%精
度が 0.8 m以下と十分小さいことが明らかになっている
[11]。インテグリティは，装置が故障するなどしてユーザ
の安全が阻害されるとき，タイムリーに確実に警報を発
生するための指標であり，国際標準では，いずれの 1進
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入においても（in any approach）1− 2× 10−7 と高い警
報の発生確率を要求する。故障などにより影響が発生し
てから警報が発出されるまでの時間（Time-To-Alert）は
6秒以下と規定され，地上と機上装置に各 3秒が配分さ
れる。

インテグリティリスクである 2×10−7は ICAOが過去
30年間の事故統計を根拠に進入着陸の目標安全度（10−8）
から航法装置に配分したリスク（障害時に警報が発出さ
れない事象の発生確率）である。コンティニュイティは，
進入中の航空機にサービスを連続して与えるための指標
（発生確率）であり，警報（誤警報を含む）を頻繁に発出
しないことを要求し，15秒間の平均で 1− 8× 10−6以上
と規定される。これに対してアベイラビリティは，サー
ビスを行う時間の割合であり 99～99.999%と幅をもって
規定される。これはアベイラビリティが発着頻度や天候
など，空港の運用要求に関係する指標であり，複数滑走
路で高い発着頻度など，GBAS停止の影響が大きい空港
ほど高い値が要求されるためである。

地上装置は，障害の検知において，インテグリティ要
求を満足するため，保守的に警報（誤警報を含む）を発生
するよう動作すべきだが，コンティニュイティ要求から
警報の発生頻度を一定値以下とし，さらにアベイラビリ
ティを高く保つ必要がある。これはシステム設計におい
てトレードオフとなる。ただし，これらの要求値は，条
件付き確率である警報装置の未検出確率と誤警報確率で
はなく，障害の発生確率を含む，同時確率であることに
注意する必要がある。

3 GBASの基本動作と警報機能の動作原理
GBASのシステム基本構成を図 1に示す。GBASは，

コード擬似距離による狭域 DGPS[12]を原理とし，通常

図 1 GBASの基本構成

空港内に設置される地上装置，航空機に搭載される機上
装置から構成される。地上装置は，主に基準局機器，デー
タ処理機器，VDB（VHF Data Broadcast）送信機器か
ら成る。基準局機器は，マルチパス誤差を無相関とする
ため，通常 100 m以上離隔して，4式の GPS基準局ア
ンテナと基準局受信機を配置する。基準局受信機は，観
測衛星の擬似距離（L1 C/Aコード），搬送波位相（L1），
航法メッセージなどを出力する。データ処理機器は，補
強情報を生成するとともに異常検知モニタなどリスク低
減機能をもち，安全性設計において重要な位置を占める。

3.1 DGPS補正値

GBAS地上装置が送信する補強情報は主に，DGPSの
補正値，インテグリティ情報，進入経路情報である。VDB

の放送データフォーマットは，国際標準で規定されてい
る。このうち，DGPSの補正値は 4台の受信機が出力す
る擬似距離をキャリアスムージングし，受信機クロック
バイアス調整後，各補正値の平均から生成される。キャ
リアスムージングは，搬送波位相を利用した擬似距離の
平滑化である [12]。これは，Hatchフィルタとも呼ばれ
る線形時不変（LTI）フィルタであり，エポック k にお
ける，受信機mで観測衛星 nの擬似距離 ρm,n(k)，距離
を単位とする搬送波位相 φm,n(k)から，平滑化した擬似
距離 ρs,m,n(k)を，

ρs,m,n(k) =
1

Ns
ρm,n(k) +

Ns − 1

Ns
(ρs,m,n(k − 1)

+φm,n(k)− φm,n(k − 1)) (1)

と求める。ここで，エポック数 Ns = τ/Ts = 100/0.5 =

200であり，フィルタ時定数 τ（秒）とサンプリング間隔
Ts（秒）から求める。フィルタは，搬送波位相の連続性
を仮定しており，衛星の追尾ロスが生じた場合，リセッ
トを必要とする。次に平滑化補正値 ρsc,m,n を，幾何距
離Rm,n（衛星と基準局アンテナ位置の差）と衛星クロッ
ク補正値 τm,n（航法メッセージ）から，

ρsc,m,n(k) = ρs,m,n(k)−Rm,n(k)− τm,n(k) (2)

と求め，受信機クロックバイアスを，

ρsca,m,n(k) = ρsc,m,n(k)

− 1

Nc(k)

∑
j∈Sc(k)

ρsc,m,j(k) (3)

と調整する。Sc は全受信機に共通する衛星を表す集合，
Nc は Sc の要素数である。VDBが送信する各衛星の補
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正値 ρcorr,n とその変化率 δρcorr,n は，

ρcorr,n(k) =
1

Mn(k)

∑
i∈Sn(k)

ρsca,i,n(k) (4)

δρcorr,n(k) =
1

Ts
(ρcorr,n(k)− ρcorr,n(k − 1)) (5)

とする。ここで，Sn は有効な ρsca,m,n をもつ受信機の
集合（要素数Mn）を表す。
3.2 インテグリティ情報

航空機の安全を保証するため，最も重要視すべきはイ
ンテグリティの確保である。インテグリティ情報は，保
護レベルを航空機側で計算するために必要なDGPS補正
値の誤差パラメータ（B値，σpr gnd）である。B値は，1
受信機の ρsca を除くクロスバリデーションとして，

Bρ,m,n(k) = ρcorr,n(k)

− 1

Mn(k)− 1

∑
i∈Sn(k)

i �=m

ρsca,i,n(k) (6)

と求める。
これは，衛星 nの補正値 ρcorr,n の予測誤差の推定に
相当する。したがって，衛星 nの各補正値 ρcorr,n ごと
に受信機ごとの B値（B1～B4）が存在する。σpr gnd は，
衛星 nの補正値 ρcorr,n の誤差の標準偏差から衛星仰角
θの関数としてモデル化される。通常，σpr gnd は正常時
の一定期間の観測値からあらかじめオフラインで計算し，
サンプル数の不足による推定誤差や裾の重い分布である
ことなどを考慮し，インフレーション（膨張）係数を乗
じて保守的な値とする。この他，インテグリティ情報に
は電離圏や対流圏の誤差パラメータ（σiono，σtrop）が存
在する。
3.3 航空機側の測位

機上 GBAS 受信機は，GBAS 地上装置と同様に各衛
星の擬似距離をキャリアスムージングする。次に，VDB

により 2 Hzで受信される擬似距離補正値 ρcorr,n とその
変化率 δρcorr,n から機上側の擬似距離 ρs を，

ρcorrected,n = ρs + ρcorr,n + δρcorr,n × (t− tz )

+ T + c× (ΔtSV )L1 (7)

と補正する。ここで，tは現在時刻，tz は補強メッセー
ジに付与された修正 Zカウントから得られた時刻，T は
対流圏補正項，cは光速，(ΔtSV )L1 は衛星のクロックオ
フセットで，

(ΔtSV )L1 = af0 + af1(t− toc) + af2(t− toc)
2

+Δtr − TGD (8)

である。af0，af1，af2，toc，TGD は航法メッセージに
含まれる値，Δtr は相対論的補正項を示す。

対流圏補正項 T は，航空機の高度を考慮し，

T = Nrh0
10−6√

0.002 + sin2(θn)

(
1− e−Δh/h0

)
(9)

と求める。Nr は屈折指数，Δhは GBAS基準点上の航
空機高度，θn は衛星 nの仰角，h0 は対流圏のスケール
ハイトであり，Nr と h0 は補強メッセージに含まれる。

放送暦は，通常 2時間に 1回程度切り替わる。このた
め，補強メッセージには補正値生成に利用した放送暦の
IOD（Issue of Data）番号が付加される。機上受信機は，
GPS から受信した放送暦のうち，IOD と同一の IODE

（Issue of Data Ephemeris）番号をもつ放送暦を使用す
る。機上受信機内の GPS 受信機が新しい放送暦を受信
した場合，地上装置から新しい放送暦の補正値の送信を
待つ必要があり，それまでの間は古い放送暦を保持して
補正に利用する。地上装置は，新しい放送暦受信後ただ
ちに補正値を放送すると，機上受信機側が利用できない
場合があるため，2～3分遅らせてから新放送暦の補正値
に切り替える。

GBASでは，滑走路末端（進入側）を原点とし，滑走路
中心線の進入方向に x軸，鉛直線上方向に z 軸，右手系
で直交方向を y軸とする滑走路直交座標を定義する。航
空機上の測位計算は，重み付き最小二乗法が仮定される。
航空機位置とクロックの 4 次元ベクトルを Δx，DGPS

補正された擬似距離から予測距離を差し引いたN 次元ベ
クトルを Δy，観測行列 Gの i行目を，

Gi=[− cos θicosAz i −cos θisinAz i −sin θi 1]

(10)

とすると，Δxの最小二乗解は，

Δx̂ = S Δy (11)

S = (GT W G)−1 GT W

W−1 = diag(σ2
1 , · · · , σ2

N )

となる。N は可視衛星数，θiは i行目の衛星の仰角，Azi

は x軸から反時計回りの角度，重み σiはインテグリティ
情報と機体側のマルチパスモデルである σair から，

σi
2 = σpr gnd

2 + σtrop
2 + σair

2 + σiono
2 (12)

とする。
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図 2 保護レベル生成の流れと警報限界

3.4 保護レベル

保護レベルは，航法システム誤差の信頼限界であり，
垂直または横方向誤差分布モデルの標準偏差から計算さ
れる。また，測位誤差が保護レベルを超える確率は極め
て低く，インテグリティリスク以下となるように定義さ
れる。

図 2に保護レベル計算の流れと警報限界の関係を示す。
前述の滑走路座標の z 軸方向である垂直保護レベルとし
て VPL（Vertical Protection Level）が，y軸方向の保護
レベルとして LPL（Lateral Protection Level）が存在す
る。VPLまたは LPLが警報限界である VAL（Vertical

Alert Limit）または LAL（Lateral Alert Limit）を超え
た場合，機上で警報が発出され，安全が保たれる。滑走
路近くの低高度で VALは 10 m，LALは 40 mと最も厳
しく，遠方や高高度になるほど緩和される。

GBASでは，4式の基準局受信機の観測値が正常であ
るという仮定を H0，衛星故障やマルチパス誤差により 1

式の基準局受信機の観測値に異常を生じているという仮
定を H1，として各仮定での保護レベルを定義する。ま
た，エフェメリスが異常であるという仮定で，エフェメ
リス保護レベルを定める。

一般に GPS による測位では，上空側の衛星のみが可
視できるため水平方向に比べて垂直方向の誤差が大きく，
GBASでは前述のとおり垂直方向の航法システム精度の
要求が高い。このため，以下ではより厳しい VPL の定
義のみを説明し，同様の考え方で定義される LPLは省略
する。

機上受信機で計算される垂直保護レベル VPLH0 は，
式（12）に示す衛星レンジ方向の誤差分散を垂直方向に
射影した総和に比例係数を乗じ，

VPLH0 = Kffmd

√√√√ N∑
i=1

s2Apr vert,i σ
2
i (13)

と定義される。ここで，sApr vert,i は S 行列の i列の要
素 si = [sx,i sy,i sv,i st,i]

T から，通常 3度のグライド
スロープ角 θGS により，

sApr vert,i = sv,i + sx,i × tan θGS (14)

とする。比例係数Kffmd は，誤差モデルをガウス分布（ゼ
ロバイアス）と仮定し，ガウス分布の上側確率を求める
Q関数によって，

Kffmd = Q−1(Pffmd/2) (15)

と求める。Pffmd は正常時の未検出確率で，誤差の確率
密度分布の両側確率に相当する [2]。
次に VPLH1 は，

VPLH1 = max{VPLj} (16)

VPLj = |Bj,vert |+Kmd σvert,H1 (17)

Bj,vert =

N∑
i=1

sv,i Bi,j (18)

σ2
vert,H1 =

N∑
i=1

s2v,i σ
2
i,H1 (19)

σ2
i,H1 =

Mi

Mi − 1
σ2
pr gnd,i + σ2

air,i

+ σ2
trop,i + σ2

iono,i (20)

と定義される。ここで，Miは衛星 iの補正値計算に使っ
た基準局受信機の数，j は 1からMi である。係数Kmd

は，H0と同様にインテグリティから配分された確率を用
い，基準局受信機の障害を 1時間あたり 10−5 と保守的
に見積もって導出した未検出確率 Pmd から

Kmd = Q−1(Pmd ) (21)

と求める [13]。
VPLは，エフェメリス異常に対応する保護レベルVPLe

も考慮し，

VPL = max(VPLH0,VPLH1 ,VPLe) (22)

と計算する [2]。
ただし，実際の誤差にはマルチパスなどさまざまな要
因により上記ガウス分布とは異なる成分を含むことが知
られている。このため，標準偏差に 1以上の係数を乗じ
た保守的なガウス分布モデルを用いる必要があり，この
係数をオーババウンド法によって求めるプロセスが必要
となる。

ENRI Papers No.132 2015 5



132_01

3.5 H0 とH1 仮定以外のリスク低減

前節に述べた航空機側の警報動作は，H0，H1 仮定お
よびエフェメリス異常に対応しているが，GPS障害，地
上装置の障害，伝搬異常などの要因には対応していない。
したがって，垂直または水平の測位誤差が保護レベルを
越える危険な状態（Hazardous Misleading Information，
HMI）を生じる可能性があるが，そのような場合にも機
上側で安全性要求を満たす警報を発生させる必要がある。
このため，空間信号の安全性に関する要求を実現する
ためには，地上装置側でこれらの要因に対応して，機上
側で確実に警報を発生させるための仕組みを導入する必
要があり，以下を方針とするリスク低減アルゴリズムを
実装した。

（1）GPS障害に対処するため，異常衛星検知モニタによ
り，障害衛星を検知し，障害衛星のみを補強情報か
ら排除する。機上側は補強情報に含まれない衛星を
測位に使わない。

（2）伝搬異常のような航空機側のみに距離誤差を生じる
要因に対処するため，機上側の測位演算により許容
されない測位誤差をもたらす可能性のある衛星配置
を地上装置側で探索する。該当する衛星がある場合
には，地上装置から放送するインテグリティ情報に
より当該衛星の σiをインフレーションさせ，保護レ
ベルを増加して測位誤差が保護レベルを超えないよ
うにする（4.2節（f）電離圏遅延の空間勾配異常に
対応）。

ただし，いずれも適切なモニタを設計し実装する必要
があり，モニタにはアベイラビリティを低下させる作用
がある。

4 安全性要求を保証する設計プロセス
安全性要求を保証するシステムの設計手法を確立する
ため，安全性要求の検証が可能な CAT-Iプロトタイプを
設計・製造して，安全性要求を定量的に検証しながら設計
を行うプロセスを検討した。本プロセスは，航空宇宙関連
の標準規格を開発している SAE（Society of Automotive

Engineers）文書に詳しく，民間航空機システムの検証の
ためのガイドラインと安全評価の実施方法が示されてい
る [14], [15]。その主要プロセスを，GBASに適用すると，
次のようなものとなる。初めに，実用機材を対象として，
冗長系，ハードウェア，ソフトウェア，通信路などを構
成要素とした地上システムの基本構成（アーキテクチャ）
を作成する。次に，GBASにとって脅威となる要因を網

図 3 インテグリティを保証するモニタ設計プロセス

羅的に洗い出し，その発生頻度や影響を予測する。脅威
には，GPS障害や伝搬異常など GBAS地上装置の外部
に存在する要因と地上装置のハードウェア故障，ソフト
ウェア異常，伝送誤りなど内部的な要因が存在する。こ
れを，よく知られた FTA（Fault Tree Analysis，故障木
解析）により，これ以上分割不可能な基本事象に分割し，
体系的に樹形図にして総リスクを算定する。総リスクが
目標リスクを越えた場合は，モニタを配置してリスクを
低減する。GPS障害や伝搬異常に関するモニタは，4式
の基準局受信機が出力する擬似距離，搬送波位相，搬送
波電力対雑音電力比，放送暦情報，相関点強度などから，
脅威となる故障状態を検知可能な検定統計量（被モニタ
量）をリアルタイムに計算し，しきい値により異常を判
定する。このため，モニタには故障を検知できない未検
出確率（通常 10−3 から 10−4）とノイズを故障と判定す
る誤警報確率が存在する。モニタの導入により，残リス
クは割り当てリスクにモニタの未検出確率を乗じた値に
低減される。誤警報確率は，コンティニュイティ要求か
ら分配して各モニタに割り当てる。
図 3にモニタ開発のプロセスを示す。モニタの開発は，
脅威モデルを定義し，配分リスクからモニタに対する要
求を決定し，モニタ方式を設計してフィールド試験デー
タや計算機シミュレーションによりモニタに対する要求
を検証する。モニタに対する要求が満たされれば，アル
ゴリズム記述文書（Algorithm Description Document，
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ADD）を作成し，ソフトウェア開発に移行する。満たさ
れない場合は，目標に達するまで正当な根拠によってリ
スクの再配分と低減を繰り返す。リスクを低減する基本
的方法は，前述した方針のように，リスクが大きい部分
に異常検知モニタを追加する他，σpr gnd などのインテグ
リティパラメータをインフレーションする（保護レベル
が増加する）。この他，システムのアーキテクチャそのも
のを見直し，変更する方法もある。このプロセスは，シ
ステムの確率的安全性評価（ハザード同定，リスク解析）
としても知られている。

本装置では，アーキテクチャやFTAなどは予備的システ
ム安全性評価（Preliminary System Safety Assessment，
PSSA）に文書化して専門家によるレビューを含む安全性
検証を進め，最終的にシステム安全性評価（System Safety

Assessment，SSA）文書にまとめた。本装置は，基本設
計審査会（Preliminary Design Review，PDR），詳細設
計審査会（Critical Design Review，CDR）で承認された
後，製造された。

4.1 GBASのリスク配分と安全性評価

次に，FTAにおける具体的なリスク配分と安全性評価
について述べる。GBASでは，HMIの発生確率をインテ
グリティリスクと考える。標準文書に示されるGBASイ
ンテグリティリスク樹形図の最上部の例を図 4 に示す。
CAT-Iの目標リスクである 2 × 10−7 のインテグリティ
リスクは，SARPsにより 1：3に配分する方針が示され
ており，H0 と H1 仮定において保護レベルによって保証
されるリスクとその保護レベルが機能しない，それ以外

図 4 インテグリティリスク配分木 [2]

のリスクに分けられる。それ以外のリスクをどのように
配分するかは装置ごとのシステム設計に委ねられており，
標準文書には記載されていない。本プロトタイプの開発
で扱う FTAは，この部分に相当する。
FTAにおける基本事象は，推定される発生頻度に対し
て十分保守的な事前確率を設定することが可能である。
例えば，GPS 障害の事前確率は，SPS 標準 [16] を根拠
として，保守的に 1衛星 1時間あたり 10−4 と見積もら
れており，これを 1回の進入時間である 150秒に換算し
て，1衛星 1進入あたり 4.17× 10−6とする [17]。保護レ
ベルが機能しない，それ以外のリスクから配分される各
異常検知モニタなどリスク低減アルゴリズムへの割り当
てリスク Pa は，脅威を生じる障害の 1進入あたりの事
前確率 Pf，モニタの未検出確率 Pmd（脅威が発生した場
合の条件付き確率），障害によってユーザ位置誤差が保護
レベルを超える確率 Ppl（脅威が発生し未検出が起こっ
た場合の条件付き確率）と

Pa ≥ Ppl Pmd Pf (23)

の関係にある [17]。ただし，不確定性が高い電離圏異常
の発生確率の妥当性は，設計チーム以外の外部専門家に
よる判断を必要としたため，国内の電離圏研究者との討
議により十分保守的な事前確率を確定した。
プロトタイプ開発では，抽出した合計 67の基本事象か
ら FTAを実施し，10段以上の樹形図を作成して，インテ
グリティリスクを配分した。リスクは，主に後述する複
数の異常検知モニタとリスク緩和アルゴリズムにより低
減され，総リスクの目標値が達成された。この他，デー
タ処理機器の CPUのハードウェア障害など，冗長系設
計でリスクを低減する場合もある。また，コンティニュ
イティについても同様にリスク配分を行い，各モニタに
配分したリスクは誤警報確率 Pffa とした。さらに，HMI

を生じる可能性のある最悪ケースを模擬し，モニタの正
当性を評価する必要がある。これは，最悪ケース解析と
呼ばれ，理論的検討とフィールド試験データを用いた計
算機シミュレーションによる。
4.2 GBASの主要な脅威のリスク低減手法

GBASにおいてインテグリティ上の脅威となるまれな
事象のうち相対的に頻度が高いのは GPS（宇宙・制御セ
グメント）の障害である。GPS 自身が障害を検知した
とき航法メッセージによりユーザに通知されるのは数分
から数時間後であり，進入着陸システムの警報時間要求
を満たさない。過去に発生した主要な GPS 障害の原因
は，主に姿勢制御系，搭載原子時計，送信系に分類される
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[6], [7]。検討の結果，以下の（a）～（f）の主要な 6つの事
象についてはリスクの低減が必要であることが分かった。
GPSの障害による脅威は，（a）GPS送信信号の電力低下，
（b）搬送波・コード間ダイバージェンス（Code-Carrier

Divergence，CCD）の増加，（c）クロックの過剰加速度，
（d）エフェメリス異常，（e）信号歪み，である。また，電
波伝搬に原因する脅威は，（f）電離圏遅延量の空間勾配異
常である。（a）～（e）の脅威は，精密位置が既知の 4式の
基準局受信機が出力する観測値から生成する検定統計量
をモニタしてしきい値と比較して検知する。これら異常
検知モニタは，補正情報の生成過程に伴うソフトウェア
処理として実現した。各モニタは，各基準局受信機のあ
る衛星の検定統計量をしきい値と比較し，越えた場合にフ
ラグを立てる。この結果を上位の統括モニタ（Executive

Monitor）に送り，ある衛星が 2式以上の受信機でフラグ
が立った場合など一定の条件で衛星（または受信機）の
排除を判定する方法を採用している。統括モニタにより
1受信機の検定統計量のノイズによって生じる頻繁な衛
星（または受信機）の排除を抑制し，実質的にコンティ
ニュイティやアベイラビリティを保つことができる。
以降では，（a）～（f）の脅威について，本プロトタイプ
で用いたリスク低減法を述べる。ただし，本節では概要
に留め，個々の手法の詳細な検証過程については個別の
論文に譲る。
（a）GPS送信信号の電力低下は，搭載アンテナが地球
方向を外すなど姿勢制御系の故障によって発生し，GPS

受信機の測距精度が劣化する。異常検知モニタは，各基
準局受信機において各受信衛星の搬送波電力対雑音電力
比（C/N0）を検定統計量として，仰角を考慮して受信
機特性から決定したしきい値と比較する。これは，通常
GPS 受信機が雑音電力を固定値として C/N0 を求めて
おり，衛星の送信アンテナ利得パターンが地球平面にほ
ぼ一様な電界強度を与えるため，受信機やケーブルの損
失を一定とすれば，C/N0 が衛星の送信電力と仰角に応
じた受信アンテナ利得によるためである。
（b）CCD脅威は，PRNコードと搬送波位相の電離圏
遅延量が大きさが同じで極性が逆になるため [12]，主に
電離圏擾乱によって受信機のキャリアスムージング（式
（1））が影響を受け誤差が増加する現象である（衛星故障
による場合もある）。CCDモニタは，各衛星各受信機の
搬送波位相と擬似距離観測値の差に 2段階のキャリアス
ムージングを適用し，変化率の推定値を検定統計量とす
る [18]。モニタのしきい値は，異常のない一定期間の過
去データから検定統計量の分布を求め，後述するオーバ

バウンド法で決定する [19]。
（c）クロックの過剰加速度は，搭載原子時計の異常で
あり，各衛星の搬送波位相の加速度推定値を検定統計量
としてモニタする。しきい値は同様にオーババウンド法
で決める。
（d）エフェメリス異常は，通報なしにGPS衛星が軌道
制御を実行し，エフェメリスと実軌道に差異を生じるタ
イプ A異常と GPSの故障により軌道制御なしにエフェ
メリスが異常となるタイプ B異常が仮定される。異常検
知は，アルマナックとエフェメリスの比較，補正値範囲
のチェック，新旧エフェメリス比較など複数のモニタと
VPLe によりリスクを低減する [20]。
（a）～（d）の低減手法は，従来からその基本的方法が
提案されていた地上装置の異常検知モニタであり，本プ
ロトタイプ開発においても，その手法を新たに検討し，
フィールド試験データによる独自の検証を行ってリスク
を配分し再設計して実装した。
（e）信号歪みは，過去に 1度発生（1993年 10月）した
衛星故障による PRNコード波形の歪みにより，ユーザ受
信機の追尾ループにバイアスが発生した現象（SV19問題
と呼ばれる）から定義された異常波形（Evil Waveform）
を脅威とする。バイアスはユーザ受信機の追尾ループ特
性により異なるため，DGPSで基準局とユーザが異なる
相関器の受信機を使った場合に数 10 m以上の誤差が観
測された。リスク低減は，従来方式 [10]とは別の方法を
提案した。詳細については，5.で述べる。
（f）電離圏遅延量の空間勾配異常は，電離圏擾乱によ
り航空機位置と基準局アンテナ位置間の遅延量に極度の
勾配が生じた場合，DGPSで補正できない距離誤差が発
生し，平滑化処理が影響を受ける脅威である。北米大陸
では，磁気嵐に伴って発生する電離圏擾乱により，過去
に最大 412 mm/kmの勾配が観測されており [21]，航空
機と基準局アンテナの位置関係によっては，脅威となる
ことが報告された [22]。リスク低減は，従来考慮されて
きた中緯度地域で観測された電離圏擾乱に加え，低緯度
特有の電離圏擾乱を脅威モデルとした脅威アルゴリズム
を新たに開発し検証した。
（b），（c）のオーババウンド法によるモニタのしきい値
（仰角 θ の関数）決定は，以下の手順による。

(1) 検定統計量は，衛星仰角に依存するため，仰角 5度
ごとの区間の標準偏差 σ を多項式 g(θ) 近似し，こ
の多項式を用いて正規化する。

(2) 正規化検定統計量は，ガウス分布より裾の重い分布
であるため，その累積密度関数（cdf）をバウンドす
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図 5 コード・搬送波ダイバージェンスの検定統計量と
しきい値

図 6 コード・搬送波ダイバージェンスの検定統計量の
累積密度関数とオーババウンド分布

るオーババウンド分布を決定し，インフレーション
係数 f を求める。

(3) コンティニュイティ要求の配分から各モニタの誤警
報確率 Pfa を導き，Q−1(Pfa/2)fg(θ)をしきい値と
する。

具体例として，図 5 に仙台空港内に設置したテスト
ベットの連続観測値（24時間）から求めた CCDの検定
統計量としきい値を示す。また，図 6に正規化検定統計
量の cdf（太線）とオーババウンド分布（細線）の例を示
す（f = 1.92）。

5 信号歪みモニタの設計例と検証手法
本章では，前章で述べた異常検知モニタの具体的な設

計例として，信号歪みモニタのアルゴリズムとその検証
手法を詳細に述べる。
5.1 信号歪みモニタのアルゴリズム

信号歪みモニタが対象とする脅威は，SV19問題を基に

図 7 信号歪み脅威の定義

SARPsにおいて定義された異常波形の脅威モデルA，B，
Cである。この C/A PRNコード波形とその相関関数を
図 7に示す。モデルAは，GPS衛星内のC/Aコードを発
生するデジタル回路であるNDU（Navigation Data Unit）
の故障に関係する出力信号の立ち下がりの遅延Δ（また
は進みΔ < 0）である。Δはコードチップの ±12%以内
とする。モデル Bは，シンセサイザーなどアナログ部で
の発振の故障モデル（共振周波数 fdと減衰比 σ）である。
C/Aコード歪みの伝達関数 G(s)は，

G(s) =
(2πf0)

2

s2 + 2σs+ (2πf0)2
(24)

と定義する。ここで，f0 は

f0 =
1

2π

√
σ2 + (2πfd)2 (25)

とする。fd は 4～17 MHz，σ は 0.8～8.8 Mnepers/sec

の範囲とする。モデル Cは，モデル Aとモデル Bの組
み合わせである。ただし，fd は 7.3～13 MHzに制限す
る。脅威モデルの範囲を図示すれば図 8 の形状となり，
これを脅威パラメータ空間と呼ぶ。
さらに，機上装置に含まれる GPS 受信機は複数の種
類が考えられる。通常の GPS 受信機が採用する相関方
式は，（1）Early-Late相関器，（2）ダブルデルタ相関器，
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図 8 信号歪みの脅威パラメータ空間

図 9 ユーザ受信機の設計空間

の 2種類があり信号歪みによる誤差特性が異なる。また
プリコリレーションフィルタとして複数のタイプがあり，
受信機の相関器前の帯域幅（Precorrelation Bandwidth,

PCBW）は 2～24 MHzで設計される。このため SARPs

では，機上GPS受信機を 2種類の相関方式に限定し，図
9に示す平均相関器間隔と PCBWの範囲に GBASで利
用できる航空機搭載 GPS 受信機の設計空間を制限して
いる [1]。
信号歪みモニタは，基準局受信機の複数点の相関器出
力から信号歪みに対応する検定統計量を求め，異常衛星
を検出する。検定統計量は，従来から相関波形ピークの

図 10 信号歪みモニタの脅威検知法

前後に配置した複数点の相関器出力を用いて，相関値の
差や比を用いる方式が提案されており，また筆者らの一
部は複数点での相関値の傾きを用いる手法を提案し，検
証した [23]。本稿では，この複数点の相関値を用いた手
法に基づき，新たに考案した手法を述べる。本モニタ法
は，文献 [24], [25]の手法を再検討し，関西国際空港内で
取得したフィールド試験データによる独自の検証を経て
開発された。
図 10に異常時の相関波形と複数点の相関値によるモ
ニタ法の概念を示す。本モニタ法では，相関値の誤差分
に相当する量 [δ1, δ2, δ3, δ4]

T を求め，図中の δ1 と q1 の
関係のように正常波形の傾きから横方向の量として扱っ
てベクトル

Xn,m(k) =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

q1,n,m(k)

q2,n,m(k)

q3,n,m(k)

q4,n,m(k)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (26)

を定義する。ここで，nは衛星，mは受信機の識別番号，
k はエポックを示す。
Xn,m(k)は，衛星・受信機・仰角 θに依存したバイア
スを含むため，あらかじめ収集したフィールド試験デー
タから求め，スムージング処理後に除去する。また，要
素間に相互相関が存在する可能性があるため，無相関化
と正規化処理を行って検定統計量を求める。スムージン
グ処理は，時定数 τ を 50秒とし，

X̃n,m(k) = X̃n,m(k − 1) (27)

+
ΔT

τ
(Xn,m(k)− X̃n,m(k − 1))

とする。ΔT はサンプリング周期とする。衛星バイアス
は一定とし，試験期間にわたり X̃n,m(k) の全データの平
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均を求め，衛星固有のバイアス bSVn とする。受信機バ
イアス bRCVm(k)は，日のスケールで変動するとし，衛
星固有バイアスを除去したベクトルから，衛星にわたり
平均して求める。仰角依存バイアス bθj

は，仰角 θを変
数とする多項式関数である。この係数は，衛星固有バイ
アスと受信機バイアスを除去したベクトルに対して，10

度ごとの仰角ビン θj ごとに平均値を求め，多項式近似に
よって求める（j = 1, . . . , 9）。この結果，バイアス除去
後のベクトルは，

ΔX̃n,m(k, θj) = X̃n,m(k) (28)

− bSVn − bRCVm(k)− bθj

となる。

無相関化と正規化は行列 Fm(k, θj) により，要素間相
関がなく，分散が 1となるベクトル

zm(k, θj) = Fm(k, θj) ΔX̃n,m(k, θj) (29)

に変換する。ここで，行列 Fm(k, θj) は，

Pn,m(k, θj) = ΔX̃n,m(k, θj) ΔX̃n,m(k, θj)
T (30)

を受信衛星にわたって平均した分散共分散行列Pm(k, θj)

のコレスキー分解

Pm(k, θj) = Rm(k, θj)
T Rm(k, θj) (31)

から

Fm(k, θj) =
{
Rm(k, θj)

T
}−1

(32)

と求める。検定統計量は，

zn,m(k, θj) =
√
zn,m(k, θj)T zn,m(k, θj) (33)

とする。各要素 zn,m に対してオーババウンド法により
インフレーション係数 Iz を求める。

正常時の検定統計量は，熱雑音を主とし，ガウス分
布と仮定できるため，z2n,m は χ2 分布（自由度 4）に
従う。モニタのしきい値 Tz は，4. に示した FTA によ
るコンティニュイティのリスク配分より，本モニタに割
り当てた誤警報確率 Pffa から，図 11に示す χ2 分布の
pdfから決まる値に Iz を乗じて求める。異常発生時には
検定統計量 zn,m にバイアス誤差を生じるため，確率密
度関数（pdf）は非心 χ2分布となり，未検出確率 Pmd と
Tz から pdfの期待値が決定される。この pdfの期待値を
検出可能な最小歪み（Minimum Detectable Distortion，
MDD）として，モニタの検証に用いる。MDDは Pmd か

図 11 信号歪みモニタの検定統計量の確率密度関数とし
きい値

ら求める比例係数 Kmd，非心 χ2 分布の標準偏差 σk に
より，

MDD = Tz +Kmd σk (34)

と表される。ただし，図 11は zn,m の二乗の分布である
ため，Tz およびMDDは図の横軸の値の平方根となる。
ある故障モードによってバイアス誤差として生じる最悪
の距離誤差 Ewcは，MDDに対応する距離誤差を Emdd，
距離誤差の標準偏差を σf として，

Ewc = Emdd +Kmd σf (35)

と表される [26]。本モニタでは，誤警報確率として 10−6，
未検出確率として 6× 10−4 を設計値とした。

しきい値の検討は初期にGBASプロトタイプにより関
西国際空港内で取得された 2ヶ月分のフィールドデータ
により実施した。この目的は，フィールドデータから求
めた検定統計量分布をガウス分布と比較し Iz を導くこ
とにある。適切な Iz を用いれば，モニタの誤警報確率は
設計値未満とすることができる。しかし，このフィール
ド試験の結果，受信機バイアスだけでなく，一定とした
衛星バイアスにも変動が生じていることが判明した。こ
のため，2011年 1月から 12月の約 1年間のデータを用
いて，検定統計量に影響を与える衛星バイアスの変動を
モニタした。得られた衛星・受信機・仰角依存による各
バイアス変動量を表 1に示す。この結果，バイアス変動
量の最大値は，基準局受信機 No.1の 10.5 cmであった。
この変動量の検定統計量への影響を検討し，Iz を再計算
して，保守的にしきい値 Tz を 10.5，MDDを 13.2と見
直した。

ENRI Papers No.132 2015 11



132_01

表 1 信号歪みモニタの各バイアス変動量

単位：cm

受信機番号 No.1 No.2 No.3 No.4

衛星バイアス −6 −6 −6 −6

受信機バイアス −5 −2 4 4

仰角バイアス < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

合計 −10.5 −7.5 −1.5 −1.5

図 12 信号歪みモニタの最悪ケース解析の手順

5.2 信号歪みモニタの検証

本モニタの性能を検証するためには，図 8に示した脅
威パラメータ空間で生じる全ての故障モードを模擬し，
図 9に示したユーザ受信機の設計空間において生じる全
ての機上受信機の擬似距離誤差とモニタの検定統計量の
最悪ケースの関係を検討する必要がある。この結果，モ
ニタが要求値以下の未検出確率で脅威を検知し，検知さ
れない場合には SARPsで定義される全タイプの機上受
信機で生じる距離誤差が許容値を越えなければ，モニタ
は要求を満たし，成立すると判断できる。このため，図
12 に手順を示す計算機シミュレーションを実施し，脅
威パラメータ空間とユーザ受信機の設計空間にわたる全
ケースを模擬し，機上 GPS 受信機の擬似距離誤差と地
上側モニタの検定統計量の関係を解析した。これは，脅
威パラメータ空間と機上 GPS 受信機の設計空間の多次
元空間探索に相当する。

まず，機上受信機で生じる最大許容距離誤差（Maximum

allowable Error in Range，MERR）を以下の手順で求め
る。信号歪み故障衛星 kにより生じる距離バイアス誤差
を Ek とし，ランダム誤差 Eiが正常衛星と同様に標準偏

差 σi のガウス分布に従うとするとき，垂直誤差 Ev は，

Ev = sv,k Ek +
∑
i

sv,iEi (36)

となる。ここで，sv,k は故障衛星 kの距離誤差が垂直方
向へ影響を与える係数，sv,i は衛星 i（正常と異常を含
む）の距離誤差が垂直方向へ影響を与える係数とする。
このとき垂直誤差が，最大許容垂直誤差（Maximum

Allowable Error in Vertical Positioning, MEVP)を越え
る確率を Pmde として

Kmde = Q−1(Pmde) (37)

とすると，

|sv,kEk|+Kmde σv < MEVP (38)

の関係がある。ここで，σv は式（36）の第 2 項の標準
偏差，

σv =

√∑
i

s2v,iσ
2
i (39)

である。このため，Ek に対する制約条件は，

|Ek| < MEVP −Kmde σv

|sv,k| (40)

となり，衛星配置をパラメータとした右辺の最小値が
MERRとなる [27], [28]。
MERRは，Pmde の設計値を 10−4として，実際の衛星
軌道データ（アルマナック）を用いて求めた。σv，sv,kは，
擬似距離の誤差モデルに依存するため，SARPsに定義さ
れる仰角依存の精度要求パラメータ（Ground Accuracy

Designator，GAD）を用い，MEVPはVALである 10 m

とした。さらに，アルマナック（31衛星）から 24衛星
の衛星配置を作成して，GPS が保証する最低の衛星配
置状況を模擬した。この結果，本プロトタイプが用いる
チョークリングアンテナとナローコリレータ受信機で達
成される擬似距離誤差モデル（GAD-B）では，MERRが
1.71 mとなった。また，要求精度を緩和した GAD-Aで
は 0.44 mとなる。
次に，計算機シミュレーションによって，脅威パラメー
タ空間とユーザ受信機の設計空間を詳細に探索し，機上
受信機の距離誤差と検定統計量を解析した全空間の結果
を図 13に示す。図 14は，図 13の左下部分の拡大であ
り，検定統計量が許容値未満や付近で距離誤差が大きく
なるクリチカルな部分を示す。5.1に示したMDDの定
義から，検定統計量がMDDを越えれば，本モニタは未
検出確率 Pmd の要求値以下で脅威を検知可能である。ま
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図 13 脅威パラメータ空間とユーザ受信機の設計空間の
探索結果

図 14 脅威パラメータ空間とユーザ受信機の設計空間の
探索結果（許容値未満と付近の拡大）

た，定義からMERRは，信号歪み故障衛星 k により機
上で生じる距離バイアス誤差の最大許容値である。この
ため，検定統計量 z がMDD以下で，かつ擬似距離誤差
がMERRを越える領域に故障モードが存在しなければ，
HMIを生じることはなく，モニタは成立する。図 14は，
GAD-B のこの領域（グレー部分）に故障モードが存在
せず，モニタが成立することを示している。
以上から，割り当てたコンティニュイティ要求から決

まる誤警報確率を，長期フィールドデータによって検証
し，必要なインフレーションファクタ Iz を算出して，し
きい値 Tz を決めたため，検定統計量の誤警報確率が設
計値未満となることが保証される。さらに，この誤警報
確率と割り当てインテグリティリスクによる MDD（未
検出確率から決まる）と MERRを用いてモニタを検証
し，全ての故障モードを意味する全範囲の脅威モデルを
与え，HMIとなる故障モードが存在しないことが確認さ
れた。したがって，割り当てたインテグリティ要求とコ

ンティニュイティ要求を共に満たす信号歪みモニタが成
立することが確認された。

6 むすび

本論文では，国際標準で規定されるGBASの安全性要
求を保証する設計と検証方法について，リスク配分と安
全性評価，主要な脅威のリスク低減手法など設計プロセ
スの全体像を述べた後，新たに考案した衛星信号歪みの
モニタアルゴリズムを述べ，異常検知モニタの設計手法
とその検証方法の例を示した。

GBASの安全性設計では，地上装置の内部故障だけで
なく，GPS障害や電離圏の脅威など外部要因に対して，
FTAにより総リスクを配分し，モニタの導入によりリス
クを低減し，最悪ケース解析により全てのモニタの成立
性を検証する。安全性要求を検証する手法を検討するた
め，実用機と同様の安全性設計と検証が可能なプロトタ
イプを開発した。さらに，実際にGBAS装置が運用され
る環境である関西国際空港内に本プロトタイプ装置を設
置し，1年間にわたるデータを収集した結果から信号歪
みモニタなどモニタアルゴリズムを検証した。

本論文で述べた手法により，CAT-I GBASの安全性要
求を保証する安全性設計手法が確立された。今後の課題
は，現在国際標準案が策定されている CAT-IIIに対応す
るGBASの安全性要求を保証する手法を検討することに
ある。
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