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A.1.1 はじめに

衛星航法システムのひとつであるGPSは，カー

ナビの普及にともない今や測位システムの代表とし

て社会的にも広く認知されるに至った．手軽に正確

な位置を測定できることが GPSの特徴であり，軽

量・コンパクトな受信機が安価に入手できるように

なった．

在来の地上ベースの航法システムは，地上に設

置された無線局が送信する無線信号を利用して位

置を測定するものであった．GPSの場合はこの無

線局が人工衛星に搭載されており，衛星が放送する

測位用信号を受信・処理して衛星{受信機間の距離

を測定し，これより位置を計算する．現在のところ

29機のGPS衛星が軌道上で運用されており，常時

少なくとも 6機程度，多いときは 10機以上の衛星

からの信号を測位に利用できる．測位精度について

は水平誤差で 13 m（95%，全世界平均）以下と規

定されており，これだけでも多くの測位需要を満た

すことができよう．

GPSは元来軍用システムであるが，比較的初期

より主要機能が民間用途にも開放されており，全

世界で利用可能な測位手段としてデファクトスタ

ンダードの地位を確立した．類似のシステムとし

てロシアによる GLONASSがあり，また欧州連合

がGalileoシステムを開発中である．これらの衛星

航法システムをGNSS（global navigation satellite

system：全世界的航法衛星システム）と総称する．

応用によってはGPSのみでは性能（測位精度ある

いは信頼性）が不足するが，これを補うための補強

システムもディファレンシャル GPS方式を中心と

してすでに多数が実用化されており，ユーザの利用

環境に合わせて選択することができる．

GPS は衛星や主統制局の改良によりシステム

性能を向上させてきているが，2005年 9月に打上

げが開始された最新のブロック IIR-M衛星では新

しく第二民間周波数信号（L2C）が追加されるこ

ととなった．また，民間航空用に開発が進められ

てきた補強システムである SBAS（satellite-based

augmentation system：静止衛星型衛星航法補強シ

ステム）は，米国によるWAASが 2003年 7月か

ら正式運用を継続しており，我が国のMSASも本

年 9月から運用を開始したところである．さらに準

天頂衛星システムの開発も進められるなど，衛星航

法システムの利用環境はここ数年の間に大きく変化

しつつある．

本チュートリアルでは，GPS/GNSSの利用にあ

たり必要となる基礎的事項を概説する．主に GPS

を対象として解説するが，GPSに固有な技術的詳

細を除いては他の GNSSシステムでも基本的には

同様の議論ができる．本チュートリアルでカバーで

きない内容については，過去のGPS/GNSSシンポ

ジウムにおけるチュートリアルや，適当な書籍を参

照してほしい．

A.1.2 GPSの概要

まず最初に，GPSに絞ってシステムの概要を説

明する．通常はユーザが接するのは市販のGPS受

信機のみであるが，背後には巨大なシステムが稼動

してグローバルな測位の機能を実現している．

A.1.2.1 システム概観

平面上では，2点からの距離がわかれば 2つの

円の交点として位置を求めることができる．3次元

空間内で位置を決定するには 3 点からの距離を指

定する必要があり，3つの球の交点として位置が定

まる．この原理に基づいて衛星{受信機間の距離の

測定により位置を求めるのが GPSであり，測定に

は測位用の無線信号を用いるため全天候で 24時間



いつでもサービスが提供される．

GPS衛星本体は図 1のような姿をしている．左

右に広がっているのは太陽電池パネルで，衛星が必

要とする電力を供給する．中央の本体の下側（地球

側）に多数突き出ている棒状のものが送信アンテナ

で，ここから測位用の無線信号が放送される．右側

の少し離れたところには通信用のアンテナ（やや長

めの棒状のもの）もある．図 2は軌道上でのGPS衛

星の配置を示しており，現在のところ 29機のGPS

衛星（ブロック II，IIA，IIRの 3タイプの衛星が

混在）が軌道上を周回しながら測距信号を放送し続

けている．

高度 2万 kmを周回する GPS衛星は静止衛星

ではないから，ユーザに対して刻々と位置を変え，

時間が経つと地平線の下に隠れたり，代わりに他の

衛星が昇ってくる，といったことが起こる．地平線

の下にある衛星からの電波は届かないから，利用で

きるのは，地平線よりも上に見えていて，ユーザの

周囲の障害物などで電波が遮られていない衛星とい

うことになる．たとえば，ある時刻における GPS

衛星の見え方を図に表したのが図 3である．この図

の中心は天頂，外側の円が地平線を表しており，図

の上下左右はそれぞれ北，南，西，東に対応する．

図中の数字が衛星の ID番号で，21番衛星が北西の

空の仰角 30度あたり，5番衛星は天頂付近に見え

ていることがわかる．このときは合計で 9 機の衛

星が利用できるから，GPS受信機は十分に余裕を

もって測位を実行することができる．

図 4は，GPSによる測位結果の例である．この

図は地上に固定されたGPS受信機による測位結果

の誤差を表示しており，グラフの原点はアンテナの

真の位置に対応する．X軸は東，Y軸は北方向を表

すから，測位結果をそのまま地上にプロットした図

と解釈してもよい誤差の大部分は原点付近を中心に

分布しているが，北西の方向に大きな測位誤差を生

じた時間帯があったことがわかる．

GPSが放送している無線信号の周波数は基本的

には 1575:42 MHz（L1波）であり，この周波数に

民間用のC/Aコード（coarse/acquisition code）と

呼ばれる信号が乗せられている．C/Aコードによる

測位機能を標準測位サービス（SPS; standard po-

図 1: GPS衛星のイメージ

図 2: GPS衛星の軌道（FAA HPより）

sitioning service）といい，「GPS SPS Performance

Standard」/1/ などでサービスの内容や性能が規定

され，一般に公開されている．一方，軍用にはさ

らに 1227:6 MHz（L2波）で Pコード（precision

code; 暗号化したものは Y コードと呼ばれる）が

放送されている．P コードでは精密測位サービス

（PPS; precise positioning service）が提供される

が，これは軍用信号でありメッセージの内容は秘密

とされている．ただし Pコード自体は公開されて

いるから民間用受信機でも Pコードで距離を測定

することは可能であり，これを行うものは 2周波受

信機と呼ばれる．

Pコードは L1波でも放送されているから，整

理すると次のようになる．
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図 3: 地上からの GPS衛星の見え方の例（2000年

12月 3日，調布市）

名称
周波数

コード
コード速度

用途
MHz Mcps

L1 1575.42
C/A 1.023 民間用
P 10.23 軍用

L2 1227.6 P 10.23 軍用

GPSの全体システムのうち宇宙空間にある部分

のことをスペースセグメント（space segment），

地上部分をコントロールセグメント（control seg-

ment），そしてユーザ受信機をユーザセグメント

（user segment）と称する（図 5）．スペースセグ

メントには GPS衛星が含まれ，図 2のように常時

24～30機の GPS衛星（現在のところブロック II，

IIA，IIRの 3タイプの衛星が混在）が軌道上を周

回しながら測距信号を放送し続けている．

コントロールセグメントは，GPS 衛星群の運

用・制御を統括する主統制局（MCS; master control

station，米国コロラド州）をはじめ，世界中に 4つ

あるモニタ局（最近 5局に増設された）や各地の衛

星通信用のアンテナから構成される．ユーザセグメ

ントはユーザ受信機そのものを指し，GPSを構成

するさまざまな要素のなかでもっともバラエティに

富んだ部分といえる．

スペースセグメントとコントロールセグメント

は米軍が開発・運用しているが，ユーザセグメント

についてはユーザ側が設計・製造をしなければなら
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図 4: GPSによる測位結果の例（2001年 10月 19

日，調布市）
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図 5: GPSシステムの全体像

ない．このため，GPS衛星から放送されている測

距信号の仕様は詳細に規定され，文書が公開されて

いる．これがインターフェースコントロールドキュ

メント（interface control document）と名付けら

れているもので，2003年 1月に発行された最新版

には第二民間周波数信号 L2Cの内容が追加されて

いる /2/．

A.1.3 GPSの仕組み

本章では，GPSの仕組みとして，GPSが採用

している距離測定の原理や航法メッセージの内容

など，やや立ち入った技術的詳細を解説する．航法

メッセージの利用法や位置計算については，概略の

アルゴリズムも示すこととする．



A.1.3.1 距離の測定

GPS受信機は，GPS衛星が放送している測位

信号を受信して位置を計算する．少ない送信機で位

置を測定するには，距離と電波の到来方向の両方を

測定すればよい（レーダなど）．ただし，この方法

では高い測位精度を得るのが難しいことから，GPS

では距離の測定のみで測位を実行する．受信機の 3

次元位置を決めるにも距離だけの測定のほうが都合

が良いことから，衛星航法では一般に距離（あるい

は距離の変化）のみを測定する．

電波により距離を測定する場合の特徴は，送信

時刻と受信時刻の時間差さえ正確に測定すれば正し

い距離を知ることができる点にある．ただし，この

ためには，次のような課題がある．

課題（1）| 電波の到達したタイミングを正確に

測定しなければならない

課題（2）| 送信機と受信機で正確な時計を共有

しなければならない

前者があくまで受信機側の時計を基準として電波

の到達したタイミングを正確に測定することを指

す（ストップウォッチをいつ止めるか）のに対して，

後者は送信機側と受信機側のそれぞれの時計を正確

に合わせておくことを意味する（電波が送信される

タイミングに正確に同期してストップウォッチをス

タートさせなければならない）．無線信号を往復さ

せることにすれば上の課題（2）は考慮しなくてよ

いが，GPSのように一方向測距方式の場合は両課

題ともが問題となる．

到達タイミングの測定

まずは，課題（1）のタイミングの測定について

考える．電波の到達タイミングを測定するには送信

機をオン・オフするのが簡単な方法であるが，この

方法では長距離を電波が伝搬すると波形が崩れてし

まい正確なタイミングを求めることができない．し

たがって，無線航法システムで電波の到達タイミン

グを測定するには，電波の位相を用いる方法が一般

的である．無線信号の位相の測定精度は，おおよそ

1周期の 1/100程度までといわれ，使用する電波の

波長（ï= c=f）の 1/100程度までの精度で距離を

測定できる．

在来の長距離無線航法システムは，位相測定法

により数 100m程度の測位精度を実現するため，周

波数の低い超長波あるいは長波帯の信号を用いる

ものが多かった（周波数 100 kHzでは波長は 3 km

となる）．距離の測定精度を上げるには高い周波数

の電波を使えばよいが，位相の測定では 2ô単位の

不確定性があるため正確に位置を決めるのが困難と

なる．

GPSの場合は，測距信号が高層大気圏を通過す

るため使用可能な周波数が超短波以上に制限される

ことから，搬送波の位相を直接測定する代わりに搬

送波に対してコード変調を与え，そのコード位相よ

りタイミングを測定することとされた．

たとえば，周波数 fC [Hz]の搬送波を p(t)で変

調することにすると，送信波形は次のように書き表

せる．

st(t) = p(t) sin 2ôfC t (1)

p(t)は搬送波（sin 2ôfC t）よりも低い周波数 fp [Hz]

で変化し，+1 とÄ1 を交互にとるものとする（
BPSK=binary phase shift keying：2値位相変調）．

このようにすると，受信機側では p(t)に着目して

位相を測定することができるから，測距信号の波長

を fpによって決めることができる．

実際のGPSの送信信号を詳しく書き表すと，次

式の st(t)のようになる．

st(t) = D(t) p(t) sin 2ôfC t (2)

ここで D(t) はÜ1 のどちらかの値をとり，50 bps
のデータ信号で航法メッセージと呼ばれる．p(t)も

同様にÜ1のどちらかで，その変化する速度は fp =
1:023 MHz，コード周期N = 1023である（N回毎

に同じコードが繰り返し現れる）．sin 2ôfC tは搬送

波の瞬時値を意味し，周波数は fC = 1575:42 MHz

である．式（2）は，搬送波 sin 2ôfC tがデータ信号

D(t)および拡散符号 p(t)の双方で変調されている

ことを示している．D(t); p(t)はそれぞれ f+1;Ä1g
のどちらかの値をとるので，これらにより搬送波の

符号が変えられて送信信号 st(t)を形成する．

特徴的なのは p(t) のパターンで，+1 とÄ1 を
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図 6: 実際の PNコード

交互にとるのではなく，あらかじめ決められた系列

のとおりに変化する．これをスペクトラム拡散符号

あるいは擬似乱数コード（PRN code）などといい，

統計的にほぼ乱数とみなせるようなパターンとなっ

ている．乱数であるからそのスペクトルはほぼ白色

であり，式（2）の送信波のスペクトルは搬送波周

波数を中心として左右に広がったものとなる．GPS

の場合はコード周期 N = 1023 であるから，1023

回変化するたびに（つまり 1 ms毎に）同じパター

ンが現れる．GPS用の PRNコードとして ICDで

は 37のコードが決められており，衛星毎に異なる

コードを使用する（衛星の PRN番号は PRNコー

ドの種類を表している）/2/．

受信機は各衛星の PPNコードの内容を知って

いるから，式（2）の p(t)を再現し，受信した波形

と比較して厳密にタイミングを合わせることができ

る．これが GPSの測距方式であり，コード位相の

変化する周期（1:023 MHz）に対応する波長 300 m

をベースにして距離を測定することができる．

図 6は，GPSが実際に使用している PRNコー

ドの例である．（a）は PRN1衛星および PRN2衛

星がそれぞれ使用している PRNコードで，最初の

100チップを表示してある．（b）は PRN1コードの

自己相関および PRN1コードと PRN2コードとの

間の相互相関である．自己相関関数は時間差ú= 0

でピークを示すが，異なるコード間での相互相関は

ピークを持たず，常にほぼゼロとなっている．これ

は異なるコード同士は互いに影響し合わないことを

意味するから，すべての衛星が同一の搬送波周波数

で信号を送信しても混信することはなく，目的の衛

星の信号だけを追尾することができる．

時計の共有

さて，もうひとつの課題は，正確な時計の共有

である．無線信号の送信タイミングと受信タイミン

グを測定するには，送信機と受信機の両方に正確な

時計を備えている必要がある．

GPSの場合，送信機については GPS衛星に原

子時計を搭載することで解決している．原子時計と

は，セシウムやルビジウムといった原子が発する光

の波長を利用して正確な時計を実現するもので，そ

の精度は 10Ä12程度といわれる（GPS では各衛星

に搭載されている原子時計の時刻誤差も測定され

ており，受信機側ではこれを補正してさらに正確な

（衛星の）時刻情報を得る）．

受信機にも原子時計を搭載すれば正確な時計を

共有できることになるが，原子時計はたいへん高価

な装置で取扱いも難しく，現実的とはいえない．そ

こで，通常のGPS受信機は，受信機の持つ時計に

は誤差が含まれていることを前提として距離を測

定し，位置を計算することになっている．この場合

は受信機位置 x; y; zのほかに時計誤差も未知数とな

るため，測位には一般に 4 機以上の衛星が必要と

なる．

A.1.3.2 測距信号の構造

ユーザが測位計算を実行するには，GPS衛星の

位置を知っていなければならない．このため，GPS

衛星は測位信号に航法メッセージというデータを乗

せており，このなかに軌道情報が含まれている．航
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図 7: 航法メッセージのフォーマット

法メッセージのデータ速度は 50 bpsである．

航法メッセージの 1サイクルはフレームという

単位で呼ばれ，図 7（a）のような構造となってい

る．1フレームは 1500ビットなので，これを送信

するには 30秒の時間がかかる．フレームは 5組の

サブフレーム（各 300 ビット）から構成されてお

り，サブフレーム 1から順番に送信を始め，サブフ

レーム 5 を送信し終わると再びサブフレーム 1 の

送信に戻る．

5組のサブフレームのうち，サブフレーム 1～3

は送信している衛星自身のクロック補正情報や軌道

情報（エフェメリス）が含まれており，毎回同じ内

容が繰り返し送信される．これに対してサブフレー

ム 4および 5は全衛星が同じ内容を送信しており，

その内容は軌道上のすべてのGPS衛星（最大 32衛

星）の概略の軌道情報（アルマナック）や電離層補

正情報となっているが，これらはデータ量が多いた

めさらにページ単位に分割されてサブフレームに収

容される．つまり，サブフレーム 4および 5により

送信されるデータはそれぞれページ 1～25 に分割

されており，フレームごとに異なるページの内容が

順番に送られる．すべてのページの内容を送信する

には 25フレームを必要とし，航法メッセージの全

情報を得るには 12 分 30秒の時間がかかることに

なる．

サブフレームの内部は，図 7（b）のようにワード

という単位に分割されている．1ワードは 30ビット

で 1サブフレームは 10ワードに対応し，各ワードは

24ビットのデータ部とパリティチェック用の 6ビッ

トから構成される．サブフレームの先頭には TLM

（telemetry）ワード，続けてHOW（handover）ワー

ドが送信されることとされており，TLMワードに

は同期用のパターン，HOWワードには GPS信号

の時刻情報が含まれている．

GPSにおける時刻は，1週間を単位として管理

されている．週の始めは毎週日曜日の 0時（土曜日

の 24時）で，時刻はそれからの経過時間で表され

る．HOWワードにはこの経過時間を 1.5秒単位で

表した数が含まれており，受信機が現在時刻を知る

手がかりを与える．それぞれの週には番号がつけら

れており，1980年 1月 6日 00:00:00に始まる週が

週番号 0とされた．最近の週番号は表 1のとおりで

ある．

さて，5組のサブフレームには，航法メッセー

ジが次のように分担して収容されている．以下，こ

れらの内容について述べるが，詳細については ICD

などを参照のこと /2/．

サブフレーム 1 各衛星の状態とクロック補正係数

サブフレーム 2 各衛星の軌道（エフェメリス）#1

サブフレーム 3 各衛星の軌道（エフェメリス）#2

サブフレーム 4 電離層遅延補正係数，UTC 関係，

アルマナック

サブフレーム 5 全衛星の軌道情報（アルマナック）

航法メッセージ | 各衛星の状態

航法メッセージのサブフレーム 1には，メッセー

ジを送信している衛星自体の状態を表す数値やク

ロック補正係数が収められている（表 2）．「スケー

ル」は航法メッセージとして格納されている数値



表 1: GPSの週番号

年 月 日 週番号 年 月 日 週番号 年 月 日 週番号
1980 1 6 0 2007 11 11 1453 (429) 2008 3 30 1473 (449)
1980 1 13 1 2007 11 18 1454 (430) 2008 4 6 1474 (450)
1980 1 20 2 2007 11 25 1455 (431) 2008 4 13 1475 (451)
1999 8 16 1023 2007 12 2 1456 (432) 2008 4 20 1476 (452)
1999 8 23 1024 (0) 2007 12 9 1457 (433) 2008 4 27 1477 (453)
1999 8 30 1025 (1) 2007 12 16 1458 (434) 2008 5 4 1478 (454)
2007 8 5 1439 (415) 2007 12 23 1459 (435) 2008 5 11 1479 (455)
2007 8 12 1440 (416) 2007 12 30 1460 (436) 2008 5 18 1480 (456)
2007 8 19 1441 (417) 2008 1 6 1461 (437) 2008 5 25 1481 (457)
2007 8 26 1442 (418) 2008 1 13 1462 (438) 2008 6 1 1482 (458)
2007 9 2 1443 (419) 2008 1 20 1463 (439) 2008 6 8 1483 (459)
2007 9 9 1444 (420) 2008 1 27 1464 (440) 2008 6 15 1484 (460)
2007 9 16 1445 (421) 2008 2 3 1465 (441) 2008 6 22 1485 (461)
2007 9 23 1446 (422) 2008 2 10 1466 (442) 2008 6 29 1486 (462)
2007 9 30 1447 (423) 2008 2 17 1467 (443) 2008 7 6 1487 (463)
2007 10 7 1448 (424) 2008 2 24 1468 (444) 2008 7 13 1488 (464)
2007 10 14 1449 (425) 2008 3 2 1469 (445) 2008 7 20 1489 (465)
2007 10 21 1450 (426) 2008 3 9 1470 (446) 2008 7 27 1490 (466)
2007 10 28 1451 (427) 2008 3 16 1471 (447) 2008 8 3 1491 (467)
2007 11 4 1452 (428) 2008 3 23 1472 (448) 2008 8 10 1492 (468)

（ビットの並び順は先に送信されるほうが上位ビッ

トで，小数点の位置は最下位ビットの右）から本来

の数値に変換するための係数を表し，スケールが n

のとき，メッセージ中の値に 2nを乗じると本来の

数値が得られる．符号付きの数値については，2の

補数により表現されている．

SVhealthは衛星の状態を表すコードで，0以外

の場合は何らかの異常があることを示す．URAは

その衛星により擬似距離を測定した場合の測距精度

の目安で，15の場合はやはり何らかの異常がある

ことを意味する．TGDは民間用 L1信号の群遅延で，

ユーザが測定した擬似距離は TGDだけ長くなって

いることを意味する．

その他のパラメータは，衛星に搭載されている

クロックの補正に使用される．GPS衛星には原子

時計が搭載されており正確なタイミングで測距信

号を送信しているが，ごく小さな誤差は避けられな

い．このため，クロックの誤差を制御局で推定した

うえで航法メッセージの一部として放送し，ユーザ

側で補正することとなっている．

tocはこの補正の基準となる時刻で，週の始めか

らの経過時間で表される．クロックの補正は 2次式

で行われ，af0; af1; af2の 3つのパラメータが用意

されている．先の群遅延パラメータ TGDも考慮に

入れると，測距信号が送信された時刻 ttには次の補

正を加えることとなる．

Ått = Äàaf0 + af1(tÄ toc) + af2(tÄ toc)2
+Åtr Ä TGDg (3)

Åtrは相対論的効果の補正のために必要な項で，衛

星軌道パラメータより

Åtr = Ä2e
p
ñeA

c2
sinE (4)

として求める．地球重力定数としては，ñe =

3:986005 Ç 1014 m3/s2を用いる．IODC は以上の
クロック補正情報のバージョン番号を表しており，

クロック補正情報が更新されると IODCが変化す

るから，ユーザは補正情報の内容を比較しなくても

更新の有無を知ることができる．

航法メッセージ | 軌道情報（エフェメリス）

サブフレーム 2および 3には，各衛星の軌道情

報が格納されている．その内容は表 3, 4のとおりで，

GPS衛星の軌道は基本的にいわゆる軌道の 6要素

により表現され，さらに精度を上げるための補正パ

ラメータが追加されている．これらの軌道情報はエ

フェメリス（ephemeris）と呼ばれ，任意の時刻に

おけるGPS衛星の位置を計算できるようになって

いる．



表 2: 航法メッセージ（サブフレーム 1）

ワード ビット ビット 内　　容 スケール 符号 単位位置 数
1 1 22 TLM テレメトリワード
2 31 22 HOW ハンドオーバワード
3 61 10 WN 週番号 0

73 4 URA 測距精度
77 6 SVhealth 衛星健康状態
83 2 MSB IODC クロック情報番号

7 197 8 TGD 群遅延 Ä31 ○ s
8 211 8 LSB IODC クロック情報番号

219 16 toc エポック時刻（クロック） 4 s
9 241 8 af2 クロック補正係数 Ä55 ○ s/s2

249 16 af1 クロック補正係数 Ä43 ○ s/s
10 271 22 af0 クロック補正係数 Ä31 ○ s

表 3: 航法メッセージ（サブフレーム 2）

ワード ビット ビット 内　　容 スケール 符号 単位位置 数
1 1 22 TLM テレメトリワード
2 31 22 HOW ハンドオーバワード
3 61 8 IODE 軌道情報番号 8

69 16 Crs 軌道補正係数 Ä5 ○ m
4 91 16 Ån Ä43 ○ sc/s

107 8 MSB
M0 平均近点角 Ä31 ○ sc5 121 24 LSB

o
6 151 16 Cuc 軌道補正係数 Ä29 ○ rad

167 8 MSB
e 離心率 Ä337 181 24 LSB

o
8 211 16 Cus 軌道補正係数 Ä29 ○ rad

227 8 MSB p
A 軌道半径 Ä19 m1=29 241 24 LSB

o
10 271 16 toe エポック時刻（軌道） 4 s

昇交点赤経 （right ascension of the ascending

node; ä）原点と昇交点を結ぶ直線（の昇交点

の側）と，基準となる X軸との間の角度．反

時計まわりに測る．

軌道傾斜角（inclination angle; i）軌道面の，赤

道面に対する傾斜の角度．昇交点から原点を見

たときの反時計方向を正とする．静止衛星では

0度，GPSの場合は約 55度になる．

近地点引数（argument of perigee; !）原点か

ら見た近地点の方向を示すパラメータで，昇

交点を基準とした角度で表す．

軌道長半径（semi major axis; a）楕円の長径．

短径 bとは b = a
p
1Ä e2の関係にある．

離心率（eccentricity; e）楕円の偏平さを表すパ

ラメータで，0 î e < 1の範囲にあり，eが小
さいほど真円に近くなる．e = 0は円，e = 1

は放物線を表す．

真近点角（true anomaly; í）ある特定の時刻

（エポック epochという）における人工衛星の

位置を表すために用いる．近地点を基準とし

て，焦点まわりに反時計方向に測った角度と

する．

以上の 6つのパラメータを軌道の 6要素といい，

人工衛星の軌道を記述する際に普通に用いられる

（図 8）．ただ，真近点角は時刻との関係が線形にな

らないことから扱いにくいため，GPS衛星の位置

を計算する際には平均近点角が用いられる．平均近

点角（mean anomaly）Mはケプラー方程式

M = E Ä e sinE (5)

から求められる．ここで Eは楕円の中心周りには

かった角度で，離心近点角（eccentric anomaly）と

いい，真近点角との間に

siní=

p
1Ä e2 sinE
1Ä e cosE ; cosí=

cosE Ä e
1Ä e cosE

(6)

の関係がある．平均近点角を用いると，エポック時

刻 t0における平均近点角の初期値をM0としたとき，



表 4: 航法メッセージ（サブフレーム 3）

ワード ビット ビット 内　　容 スケール 符号 単位位置 数
1 1 22 TLM テレメトリワード
2 31 22 HOW ハンドオーバワード
3 61 16 Cic 軌道補正係数 Ä29 ○ rad

77 8 MSB
ä0 昇交点赤経 Ä31 ○ sc4 91 24 LSB

o
5 121 16 Cis 軌道補正係数 Ä29 ○ rad

137 8 MSB
i0 軌道傾斜角 Ä31 ○ sc6 151 24 LSB

o
7 181 16 Crc 軌道補正係数 Ä5 ○ m

197 8 MSB
! 近地点引数 Ä31 ○ sc8 211 24 LSB

o
9 241 24 _ä ä0の変化率 Ä43 ○ sc/s
10 279 14 _i i0の変化率 Ä43 ○ sc/s

M(t) =

r
ñe
a3
(tÄ t0) +M0 (7)

となり，時刻に対して線形な関数で衛星の位置を表

せる．なお，ここでM(t) =M0+2ôとすると衛星

が軌道を一周する時間，すなわち周回周期が

T = 2ô

s
a3

ñe
(8)

と求められる．GPSの軌道半径は 26562 kmなの

で，T = 11時間 58分で地球を一周する．これは

ちょうど 0.5恒星日であるから，1恒星日=23時間

56分が経つと地球との位置関係が元に戻ることに

なる．したがって，ある地点からある決まったGPS

衛星を観測すると毎日ほぼ同じ時刻に同じ位置に見

えるが，この時刻は 1 日あたり 4 分程度ずつ早ま

る．GPS衛星の周回速度は，離心率が小さいので，

円軌道とみなせば，3:874 km/sとなる．

さて，航法メッセージからGPS衛星の位置を計

算するには，まず衛星の位置を計算する時刻 tとエ

ポック時刻 toeとの差から平均近点角Mを計算する．

M =M0 + (n0 +Ån)Å(tÄ toe) (9)

次に，この平均近点角から真近点角 íを求める．こ

のためには，まず式（5）の関係を利用して離心近

点角 Eを求める．次の式で E0 = Mとして，10回

程度計算すると十分な近似値が得られる．

Ei+1 = Ei + e sinEi (10)

さらに，式（6）から真近点角 íを得る．

あとは軌道面内における衛星の位置を計算して，

ECEF 座標系に変換すればよい．真近点角は近地

点が基準であるから，これを昇交点を基準にした角

度 ûに変換する．

û= í+ ! (11)

さらに，補正値 Cを用いながら昇交点からの角度

u，地心距離 r，軌道傾斜角 iを計算する．2664 ur
i

3775 =

2664 û

A(1Ä e cosE)
i0 + _i (tÄ toe)

3775
+

2664 Cuc Cus

Crc Crs

Cic Cis

3775 " cos 2ûsin 2û

#
(12)

最後に，昇交点赤経を求め，ECEF直交座標値に変

換する．

ä = ä0 + ( _äÄ _äe)Å(tÄ toe)Ä _äe toe

(13)2664 xy
z

3775 =

2664 cosä Ä sinä cos i
sinä cosä cos i

0 sin i

3775 " r cosur sinu

#
(14)

地球自転角速度は， _äe = 7:2921151467Ç 10Ä5
rad/sである．

以上により，任意の時刻における GPS 衛星の

位置を計算できる．なお，IODE は IODC と同様

にエフェメリス情報のバージョン番号を意味する．

また，エフェメリス情報の角度の単位としては半円

（sc=semi-circle; 1 sc = ô rad）が用いられており，

円周率については 3:1415926535898を用いる．

ところで，高度約 2万 kmにある GPS衛星が

放送する信号が地上まで到達するには，光速でも
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図 8: 人工衛星の軌道

70 ms弱の時間がかかる．GPS衛星は地球に対し

て秒速 3 km以上の速度で移動しており，地球もま

た自転していることから，衛星位置についてはこれ

らの相対的な位置変化を考慮しなければならない．

すなわちGPSの測位計算にあたっては，GPS衛星

については測距信号の送信時点の位置を用いること

とし，受信時刻から測距信号の伝搬時間（衛星ごと

に異なる）を差し引いた時刻について衛星位置を計

算する．さらに，伝搬時間中の地球の自転による影

響を取り除くために，エフェメリスから計算した衛

星位置に対して地球の自転分だけ逆に回転を加えて

から測位計算に使用する．こうした影響を Sagnac

（サニャック）効果という．

航法メッセージ | 軌道情報（アルマナック）

サブフレーム 1～3 が航法メッセージを送信し

ている衛星自身の情報しか含まないのに対して，サ

ブフレーム 4 および 5 には全衛星に関係した情報

が収められており，どの衛星も同じ情報を放送して

いる．これらの情報はデータ量が多いためページ単

位に分割されているのは前述のとおりで，どちらの

サブフレームも 1～25 のいずれかのページが順番

に送信される．

全衛星の概略の軌道情報はアルマナック情報と

呼ばれ，サブフレーム 4のページ 2～5および 7～

10，サブフレーム 5 のページ 1～24 に収められて

いる．合計 32ページで，32機の衛星に対応する．

アルマナック情報の内容は表 5のとおりで，クロッ

ク補正情報およびエフェメリス情報の一部から構成

される．同じパラメータでもエフェメリス情報に比

べてビット数が減らされており，衛星の捕捉に最低

限必要な情報に抑えられている．アルマナック情報

のエポック時刻は toaで規定される．

航法メッセージ | 電離層遅延補正係数

高度 100 km以上に分布する電離層にはGPSの

使用するマイクロ波帯の電波の進行を遅くさせる

働きがあり，これにより生じる電離層遅延について

はあらかじめ決められたモデル式により遅延量を推

定して補正することとなっている．このための情報

は，サブフレーム 4のページ 18に乗せられている

（表 6）．ã0～ã3; å0～å3の計 8個のパラメータによ

り全世界の電離層遅延を補正するもので，この電離

層遅延補正係数はすべての衛星に共通である．

GPSでは，次のモデル式を使うこととされてい

る（単位 [s]）．

Tiono(tL) =

8>><>>:
F
Ç
5Ç 10Ä9 +AMP
Ç
ê
1Ä x2

2 +
x4

24

ëi
;
jxj < 1:57

5Ç 10Ä9F; jxj ï 1:57
(15)

このモデルを図示すると図 9のようにコサイン関数

の上半分の形になることから，コサインモデルと呼

ばれる．

式（15）の x はコサイン関数の位相を表して



表 5: 航法メッセージ（アルマナック）

ワード ビット ビット 内　　容 スケール 符号 単位位置 数
1 1 22 TLM テレメトリワード
2 31 22 HOW ハンドオーバワード
3 63 6 SV ID 衛星番号

69 16 e 離心率 Ä21
4 91 8 toa エポック時刻 12 s

（アルマナック）
99 16 éi 軌道傾斜角 Ä19 ○ sc

5 121 16 _ä ä0の変化率 Ä38 ○ sc/s
137 8 SVhealth 衛星健康状態

6 151 24
p
A 軌道半径 Ä11 m1=2

7 181 24 ä0 昇交点赤経 Ä23 ○ sc
8 211 24 ! 近地点引数 Ä23 ○ sc
9 241 24 M0 平均近点角 Ä23 ○ sc
10 271 8 MSB af0 クロック補正係数

279 11 af1 クロック補正係数 Ä38 ○ s/s
290 3 LSB af0 クロック補正係数 Ä20 ○ s

表 6: 航法メッセージ（サブフレーム 4，ページ 18）

ワード ビット ビット 内　　容 スケール 符号 単位位置 数
1 1 22 TLM テレメトリワード
2 31 22 HOW ハンドオーバワード
3 63 6 SV ID ページ ID = 56

69 8 ã0 電離層補正係数 Ä30 ○ s
77 8 ã1 電離層補正係数 Ä27 ○ s/sc

4 91 8 ã2 電離層補正係数 Ä24 ○ s/sc2

99 8 ã3 電離層補正係数 Ä24 ○ s/sc3

107 8 å0 電離層補正係数 11 ○ s
5 121 8 å1 電離層補正係数 14 ○ s/sc

129 8 å2 電離層補正係数 16 ○ s/sc2

137 8 å3 電離層補正係数 16 ○ s/sc3

6 151 24 A1 UTCパラメータ Ä50 ○ s/s
7 181 24 MSB

A0 UTCパラメータ Ä30 ○ s8 211 8 LSB

o
219 8 tot エポック時刻（UTC） 12 s
227 8 WNt

o
0 weeks

9 241 8 ÅtLS 現在のうるう秒 0 s
249 8 WNLSF うるう秒の更新週 0 weeks
257 8 DN うるう秒の更新日 0 days

10 271 8 ÅtLSF 更新後のうるう秒 0 s

おり，

x =
2ô(tL Ä 14Ç 3600)

PER
(16)

から計算される．tLは，衛星から送信されてきた

信号が電離層に入射する位置（ピアースポイント

pierce pointという）における地方時で，GPS時刻

t との関係は tL = 12 Ç 3600ïi + t である．電離
層の状態は時刻によって大幅に変わるため，地方時

の情報が必要となっている．コサイン関数の頂点は

地方時の 14時に対応し，昼間はコサイン関数によ

る近似が，また夜間は定数 5 nsが用いられること

になる．

AMPはコサイン波形の振幅を表し，電離層遅

延補正パラメータ ã0～ã3から

AMP = max

(
0;

3X
i=0

ãiûm
i

)
(17)

として計算する．電離層に関する現象は地磁気に関

係しているものと考えられていることから，磁気緯

度ûm [rad]が式中に現れている．

PERはコサイン波形の周期であって，電離層遅

延補正パラメータ å0～å3から計算する．

PER = max

(
20Ç 3600;

3X
i=0

åiûm
i

)
(18)

Fは，測距信号が天頂方向からではなく斜めの

方向から電離層に入射するため電離層の通過距離が

長くなる影響を考慮するためのもので，後に説明す
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図 9: 電離層遅延モデル

る式（35）のように衛星仰角 ELから求められる．

ただし，式（35）をそのまま計算するのは負荷が大

きいことから，実際の GPS受信機では

F = 1 + 16 (0:53ÄEL)3 (19)

を近似式として用いる．

ピアースポイントの磁気緯度 ûmは，以下の関

係式から求める．

† =
0:00137

EL+ 0:11
Ä 0:022 (20)

ûi0 = ûu +†cosAZ

ûi =

8>><>>:
ûi0; jûi0j î 0:416
0:416; ûi0 > 0:416

Ä0:416; ûi0 < Ä0:416
(21)

ïi = ïu +
† sinAZ

cosûi
(22)

ûm = ûi + 0:064 cos(ïi Ä 1:617) (23)

AZは衛星の方位角，ûu; ïuは受信機の緯度および経

度，ûi; ïiはピアースポイントの緯経度，†はピアー

スポイントおよび受信機が地球中心との間でつくる

角度である．角度の単位はすべて半円（semi-circle）

とする．

A.1.3.3 ユーザ位置の計算

衛星 iと受信機の間の距離の測定値を ri [m]と

書くことにする．これは正確な距離 öi [m]に受信

機の時計の進み é[s]による誤差が加わって測定さ

れたものであることから擬似距離（pseudo-range）

と呼ばれ，ri = öi + cé= öi + sの関係にある．受

信機の時計が進んでいると，測距信号が到着する瞬

間に本来よりも進んだ時刻が観測されるため，見か

け上余分に時間がかかったことになり，距離の測定

結果が長めとなる．

衛星の位置は既知として，測定した擬似距離か

ら受信機位置を求めることを考える．衛星と受信機

の間の正確な距離 öiは，受信機位置を (x; y; z)，衛

星 iの位置を (xi; yi; zi)とすると，

öi =
p
(xi Ä x)2 + (yi Ä y)2 + (zi Ä z)2 (24)

と表される（単位はすべて [m]）．擬似距離と本来

の距離との関係より，受信機位置xを求めるために

は，連立方程式8>>>>><>>>>>:
r1 =

p
(x1 Ä x)2 + (y1 Ä y)2 + (z1 Ä z)2 + s

r2 =
p
(x2 Ä x)2 + (y2 Ä y)2 + (z2 Ä z)2 + s

...

rN =
p
(xN Ä x)2 + (yN Ä y)2 + (zN Ä z)2 + s

(25)

を，x; y; z; sについて解けばよい．3次元の位置を

決めるためには未知数は最低 3つとなるが，式（25）

では受信機の時計誤差 éも未知数として扱われて

いるため未知数は合計 4つとなり，これを解くため

には最低 4つの方程式が必要となる．したがって，

4個以上の衛星を使用して擬似距離を測定する必要

があることになる．

連立方程式（25）のそれぞれの式は，2乗する

と球面を表す式になる．幾何学的には，受信機位置

x; y; zはこれらの球面の交点として求めることがで

きる．正しく距離が測定されていれば 4 つの球面

は 1点で交わるはずだが，擬似距離は受信機クロッ

ク誤差 s = céだけ長く測定されているから，1点

では交わらない．このため，図 10のように球面が

1点で交わるように sを変化させて球の大きさを調

整すると，そのときの交点として受信機位置が求め

られる．5個以上の衛星を使用する場合はそれでも

1点では交わらないので，受信機位置 x; y; zと各球

面との距離の 2乗和がもっとも小さくなるように s

を調整する（最小二乗法）．

さて，式（25）は非線形の連立方程式であるた

め，通常は適当な初期値のまわりで線形化を行い，

逐次近似法により解を得る．
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図 10: 球面の交点として位置を求める

手順（1）x; y; z; s について，適当な初期値

x0; y0; z0; s0を用意する．

手順（2）x0; y0; z0; s0としたときに擬似距離として

測定されるべき値を計算する．8>>>>><>>>>>:
r01=

p
(x1 Ä x0)2 + (y1 Ä y0)2 + (z1 Ä z0)2 + s0

r02=
p
(x2 Ä x0)2 + (y2 Ä y0)2 + (z2 Ä z0)2 + s0

...

r0N=
p
(xN Ä x0)2 + (yN Ä y0)2 + (zN Ä z0)2 + s0

(26)

手順（3）実際に測定された擬似距離 riに対して，

残差 Åri = ri Ä r0iを求める．
手順（4）x0; y0; z0; s0をこの残差に相当する分だけ

修正すれば，正しい解に近づくことができる．

このためには，riの x; y; z; sによる偏微分

@ri
@x

= Ä(xi Ä x0)=r0i ;
@ri
@y

= Ä(yi Ä y0)=r0i ;
@ri
@z

= Ä(zi Ä z0)=r0i ;
@ri
@s

= 1

を用いる．x0; y0; z0; s0の変化量をÅx;Åy;

Åz;Åsと書くと，8>>>>><>>>>>:
År1 =

@r1
@x Åx+

@r1
@y Åy +

@r1
@z Åz +

@r1
@s Ås

År2 =
@r2
@x Åx+

@r2
@y Åy +

@r2
@z Åz +

@r2
@s Ås

...

ÅrN =
@rN
@x Åx+

@rN
@y Åy +

@rN
@z Åz +

@rN
@s Ås

(27)

という連立方程式が得られる．Åriはわかって

いるから，この連立方程式を Åx;Åy;Åz;Ås

について解けばよい．

手順（5）得られた Åx;Åy;Åz;Ås により，初期

値を更新する．

x1 = x0 +Åx; y1 = y0 +Åy;

z1 = z0 +Åz; s1 = s0 +Ås

手順（6）初期値を x1; y1; z1; s1に更新して，手順

（2）に戻る．以上の手順を，Åx;Åy;Åz;Åsが

十分に小さくなるまで繰り返す．

このような手順で解を求めることができる．通常

はそれほど厳密な初期値は必要ではなく（簡単に

x0 = y0 = z0 = s0 = 0から始めてもかまわない），

数回程度の繰返しで正しい解に収束する．

上に述べた解法でもっとも手間がかかるのは，手

順（4）の部分の方程式を解くことと思われる．まず，

取扱いを簡単にするために，方程式を行列により表

現する．ベクトルÅx = [ÅxÅyÅzÅs ]T;År =

[År1År2 ÅÅÅÅrN ]T を利用すると，手順（4）の
方程式は

GÅx = År (28)

と簡単に書くことができる．Gは

G =

2666664
@r1
@x

@r1
@y

@r1
@z

@r1
@s

@r2
@x

@r2
@y

@r2
@z

@r2
@s

...
...

...
...

@rN
@x

@rN
@y

@rN
@z

@rN
@s

3777775
=

2666664
Ä(x1Äx)

r1
Ä(y1Äy)

r1
Ä(z1Äz)

r1
1

Ä(x2Äx)
r2

Ä(y2Äy)
r2

Ä(z2Äz)
r2

1
...

...
...

...
Ä(xNÄx)

rN
Ä(yNÄy)

rN
Ä(zNÄz)

rN
1

3777775
(29)

で，GPS衛星と受信機の相対的な位置関係により

決まる．式（28）の連立方程式の解は，方程式が 4

つ（Gが 4行 4列の正方行列の場合）であれば G

の逆行列を求めることで得られる．

Åx = GÄ1År (30)



方程式が 5つ以上ある（Gが 5行以上ある）場

合は未知数よりも方程式のほうが数が多いことにな

るが，このような場合には最小二乗法により解を得

るのが一般的で，

Åx = (GTG)Ä1GTÅr (31)

として更新量を求める．

なお，以上に述べた測位計算の詳細については，

参考文献（ /3/など）を参照されたい．/4/には，擬

似距離の詳細な解説や測位計算プログラムが掲載さ

れている．

重みつきの計算

N > 4の場合は未知数よりも方程式のほうが多

い状況であるから，もしはじめから誤差が大きいと

わかっている測定値があるのならば，その測定値に

関する方程式は利用しなくても解を求めることが

できる．たとえば N = 5の場合，すべての衛星に

関する擬似距離を同等に扱って測位計算をするより

も，他の衛星に比べて擬似距離の測定誤差がもっと

も大きいと思われる衛星を除いて計算したほうが結

果的に測位誤差が小さくなる可能性がある．

つまり，擬似距離の測定値 r1; r2; ÅÅÅ; rNに含
まれる誤差の程度があらかじめわかっている場合に

は，そのことを利用して解に含まれる誤差を小さく

することができる．誤差が大きいと思われる測定値

はあまり重要視せず，正確と考えられる測定値を重

点的に取り扱うことで，解に含まれる誤差（の期待

値）を抑えられるわけで，後述するようにGPSの

場合は仰角の低い衛星に関する擬似距離は測定精度

が良くないことがわかっているから，こうした手法

は有効である．

擬似距離に含まれる誤差を考慮して測位計算を

行うには，重みつきの最小二乗法を利用する．この

計算のためには，まず次のような重み行列Wを用

意する．

W =

2666664
w1 0 ÅÅÅ 0

0 w2 0
...

. . .
...

0 0 ÅÅÅ wN

3777775

=

2666664
1=õ12 0 ÅÅÅ 0

0 1=õ22 0
...

. . .
...

0 0 ÅÅÅ 1=õN 2

3777775(32)
õiは擬似距離 riに含まれる誤差の標準偏差である

（
P
i wi = 1である必要はない）．この重み行列を

利用して方程式に重みづけをして，誤差の期待値が

もっとも小さくなるように解を求めるには，

Åx = (GTWG)Ä1GTW År (33)

のように Åxを定めればよい．N = 4の場合は解は

一意に決まるから重みをつけて計算を行っても特に

意味はないが，式（33）を計算することはできる．

A.1.4 測位誤差

GPS衛星が送信する測距信号は，2万 kmの距

離を伝搬したのちにGPS受信機に到達して距離の

測定に用いられる．この間にはさまざまな要因によ

り誤差を生じることとなるが，要因別に誤差の特徴

を解説する．また，測距誤差から測位誤差を計算す

る方法や，測位精度の指標であるDOPについても

述べる．

A.1.4.1 衛星軌道

GPS受信機は，GPS衛星が送信する測距信号

を用いて衛星と受信機の間の距離を測定し，測位計

算を実行する．このとき衛星の位置情報に誤差があ

ると，直接的に測位誤差となって現れることになる．

GPS 衛星の軌道は正確に予測されて航法メッ

セージとして放送されているが，現在の技術水準で

は数 m～10 m 程度の誤差は避けることができず，

この予測誤差が衛星軌道誤差として残ることになる．

図 11は衛星軌道誤差の例で，航法メッセージとして

放送されている放送軌道暦（broadcast ephemeris）

から計算した衛星位置と，事後に別途計算される

正確な軌道である精密軌道暦（precise ephemeris）

による位置との差を表示した．この例では航法メッ

セージの放送直後はどの方向にも 1:5 m 以下の誤

差となっているが，2～3時間が経過すると次第に

誤差が拡大する様子がわかる．精密軌道暦は IGS
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図 11: 衛星軌道誤差の実例
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図 12: 高層大気圏の構造

（international GPS service）という国際的機関が

作成しており，最確値の公称精度は 5 cm程度とさ

れている /5/．

衛星軌道誤差による影響は視線方向（ユーザと

GPS衛星を結ぶ直線の方向）の位置誤差が問題で，

これと直交する方向の誤差は測位結果に影響を及ぼ

さない．人工衛星はそれほど細かい振動をすること

はないから，衛星軌道の予測誤差は周期の長いバイ

アス性の成分となる．

A.1.4.2 衛星クロック

GPS衛星には，時刻同期用の正確な発振器とし

て，セシウム原子時計が搭載されている．宇宙用セ

シウム発振器の精度はおおよそ 10Ä13程度といわれ

るが，これでも 1 日（=86400 秒）の間には 10Ä8

秒程度のオーダの時刻誤差を生じることになる．こ

れを距離に換算すると約 3 mであって，補正をし

ないでいると数日のうちに大きな誤差に成長してし

まう．

このため，衛星クロックを補正するための情報

が航法メッセージに含まれている．このクロック補

正情報により補正してもなお残る誤差が，衛星ク

ロック誤差である．セシウム発振器は短期的には安

定した挙動を示すから，衛星クロック誤差は周期の

長いバイアス性の成分となる．

A.1.4.3 電離層遅延

大気圏は，図 12のような構造を持っている．高

層大気圏では気体分子が X線や紫外線などの影響

で電離し，自由電子の密度が高いプラズマ状になっ

ている．こうした領域を電離層といい，GPSに大

きな影響があるのは高度 100 km以上に現れるスポ

ラディック E 層（Es層）およびそれより高い高度

に発生する F層（F1層および F2層）である．電

離層の状態は太陽活動の活発さ，季節，時刻，場所

といった要素により変化し，GPSに対する影響も

刻々と変わっている．

GPSが使用するマイクロ波帯では，電離層の屈

折率が電子密度と電波の周波数によって変化するこ

とにより，進行速度が遅くなることが主な影響とい

える．これは天頂方向で 5～100 ns 程度の遅れと

なり，この遅れ時間の分だけ距離の測定に誤差を生

じ，実際より長く測られることになる．これを電離

層遅延（ionospheric delay）と呼ぶ．

電離層による遅延量をDiono [m]とすると，

Diono =
40:3

c f2

Z
N dl =

40:3

c f2
TEC (34)

となる．fは電波の周波数で，民間用 L1信号では

1575:42 MHzとなる．N [mÄ3]は自由電子密度なの

で，
R
N dlは受信機と衛星を結ぶ直線上にある自由

電子の総数となり，TEC（total electron content）

とも呼ばれる（単位は [mÄ2]）．図 13は電離層遅延

量を実測した例で，電離層遅延は昼間に大きく，夜

間は小さくなる様子がわかる．測定には 2 周波受

信機を使用し，天頂方向遅延量に換算して表示して

ある．

実際には測距信号は天頂方向からではなく斜め

の方向から電離層に入射するから，電離層の通過距
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図 13: 電離層遅延の実測例（2002 年 9 月 22～24

日，調布市）

離が長くなり，遅延はさらに大きくなる．天頂方向

の遅延時間を Diono(90é)とすると，仰角 EL方向

の衛星の電離層遅延量は

Diono(EL) =
Diono(90é)r

1Ä
ê
Re cosEL
Re+Hiono

ë2 (35)

となる．Hiono [m]は電離層の平均高度で，一般に

は 350 kmとする．仰角 5度の衛星では，天頂方向

の約 3倍程度の遅延を生じることになる．

30 m にもなる測距誤差は無視できないから，

GPSでは電離層モデルを利用してこの誤差を補正

することとなっている（A.1.3.2節を参照）．それ

でも補正しきれない誤差は電離層遅延補正誤差とし

て現れ，これは大きくても通常は 10 m程度までと

される．

ところで，式（34）からわかるように電離層遅

延量は周波数の 2乗に反比例する．この性質を利用

すると，民間用 L1信号に加えて軍用の L2信号も

受信できる 2周波受信機では，電離層遅延量を直接

測定して精度良く補正することができる．つまり，

L1 信号による擬似距離 PRL1と L2 信号による擬

似距離 PRL2の差 PRL1 Ä PRL2を用いて，Z
N dl = (PRL1 Ä PRL2)

û í
40:3

c f2L1
Ä 40:3

c f2L2

ì
(36)

により TECを求められる．したがって，2周波受

信機では航法メッセージのコサインモデルは使用せ

ずに遅延量を直接測定することで補正するのが一般

的である．

A.1.4.4 対流圏遅延

大気遅延（atmospheric delay）に分類される遅

延には，電離層遅延のほかに対流圏遅延（tropo-

spheric delay）がある．これは大気の屈折率（

refractive index）が 1 よりやや大きい値（1:0003

程度）であるために生じる遅延で，大気密度が濃い

地表付近で大きくなる．

大気による伝搬遅延を表すモデルのひとつであ

る Hopåeldモデルによれば，屈折率 nの大気によ

る遅延量（単位 [m]）は

Dtropo(h; 90
é) = H

n0 Ä 1
5

í
1Ä h

H

ì5
(37)

となる /6/．この式で n0は地上における大気の屈

折率，hは測定点の高度，Hはこのモデルで考慮す

る大気の厚さで 43 km程度とされる．高度が上が

ると対流圏遅延が小さくなることになるが，これは

上空に上がると測距信号が通過する大気の長さが

減少するためである．地上に近いほど大気密度が高

いので，高度の上昇とともに急速に遅延量が小さく

なる．

大気の屈折率 nは，マイクロ波以下の周波数で

は次のように表される /7, 8/．

n = 1 +

í
77:6

Pd
T
+ 3:73Ç 105Pw

T 2

ì
Ç 10Ä6 (38)

ここで，Pd [hPa] は大気圧（水蒸気圧を除く），

Pw [hPa] は水蒸気圧，T [K] は絶対温度を意

味する．たとえば，地上付近を仮定して Pd =

1000 hPa; Pw = 10 hPa; T = 300 K とすると，

およそ n = 1:0003程度となる．

この他にも対流圏遅延を表すためのさまざまな

モデルが考えられているが，普通のGPS受信機で

は気圧や気温を知ることができない．測量用途など

で高い精度を必要とする場合には別途気象条件を

測定して補正を行うが，通常の利用法では一般的な

気象条件を仮定するだけで十分といわれる．このた

め，もっとも簡単な方法としては，さまざまな気象

条件における対流圏遅延量の平均値が使われる．た

とえば，式（37）をもとにした次の式がある．

Dtropo(h; 90
é) = 2:47

Ä
1Ä 2:3Ç 10Ä5 hÅ5 (39)

実際には，電離層遅延の場合と同じように衛星から

の信号は天頂に対して斜めの方向から到来するか



ら，対流圏遅延量および補正誤差はこれより大きな

値となる．衛星の仰角を ELとすると，

Dtropo(h;EL) =
2:47

Ä
1Ä 2:3Ç 10Ä5 hÅ5
sinEL+ 0:0121

(40)

となり，仰角 5度では天頂方向の 10倍にもなる．

モデルによる対流圏遅延補正を施した後の補正

誤差は，およそ 0:5 m 程度以下とされる．対流圏

遅延量は GPS 受信機の高度により変化するので，

ディファレンシャル GPS処理を行う場合にはユー

ザと基準局の高度差に注意が必要である．

A.1.4.5 マルチパス

GPSの使用しているマイクロ波は，直進性が強

い他に物体にぶつかると反射しやすい性質があり，

鏡や金属板はもちろん建物の壁や地面でも容易に反

射する．一方，GPS衛星は常に移動しており，受

信機から見るとさまざまな方向に現れるため，GPS

受信機が使うアンテナはあらゆる方向から到来する

電波を受信するようになっている．このため GPS

受信機には，図 14のように衛星から直接到来する

直接波の他に周囲の建物などによる反射波が受信さ

れてしまう．こうして受信される電波をマルチパス

（multipath）波という．マルチパス波は直接波とは

異なる経路をたどっているため，到着までに要する

時間が余計にかかる．これが直接波と同時に受信さ

れると，直接波の波形を崩して受信機の動作に影響

を及ぼすこととなり，具体的には測距誤差となって

現れる．

建物や樹木などの障害物は地表付近にあること

が多く，地表そのものによる反射もあるため，マル

チパス波は地表近くで多く発生する．このため，マ

ルチパスを抑えるためには，（i）仰角の低い衛星を

使用しない，（ii）低仰角から到来する電波をカット

する，といった対策が有効である．仰角の低い衛星

からの信号は地表近くを通過してくるためマルチ

パスを多く含んでおり，これを使用しないことでマ

ルチパスを避けられる．この対策には衛星の仰角が

わかればよく，後述する仰角マスクなどにより対応

する．

一方，仰角の高い衛星からの信号であっても，障

害物に反射されて到来することがある．こうした反

直接波
マルチパス波1

マルチパス波2

ユーザ

GPS衛星

図 14: マルチパス
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図 15: 仰角と測距誤差の関係

射波はやはり地表近くから到来するから，対策とし

ては，（ii）のように仰角の低い部分については電波

そのものを受信しないことが考えられる．GPSアン

テナは基本的にはどちらの方向から到来する電波も

受信するようにつくられているから，低仰角からの

電波をカットするためにはチョークリング（choke

ring）と呼ばれる部品を追加して対処する．

A.1.4.6 受信機の測定誤差

GPSが開発された当初の受信機は受信回路を 1

チャンネルしか持っておらず，多数の衛星からの信

号を同時に受信することはできなかった．したがっ

て順次衛星を切り替えながら受信・測距処理を行う

こととなり，衛星や受信機の移動，測定条件の変動

などにより測定誤差を生じた．現在の受信機は 8～

12チャンネル程度の受信回路を持つものが普通で，

多いものでは 16チャンネルの製品もある．上空の

衛星の大部分またはすべてを同時に処理でき，順

次測定による測定誤差は発生しない．現在の受信機

はすべてディジタル処理回路を採用しているから，



表 8: GPSの測位精度に関する規定

水平方向 13 m （95%; 全世界平均）
36 m （95%; 最悪地域）

垂直方向 22 m （95%; 全世界平均）
77 m （95%; 最悪地域）

出典：GPS SPS Performance Standard /1/

チャンネル間での測定誤差のばらつきも問題となら

ない．

それでも，受信機内部のさまざまな要因により

測定誤差が発生する．こうした影響は温度による

影響を受けることから，受信機の熱雑音（thermal

noise）と呼ばれることがある．また，受信アンテ

ナと受信機本体を接続する高周波ケーブルについて

は，品質の良いものを使用して最小限の長さとすべ

きである．受信機内部での測定誤差は，高度な処理

回路を採用している受信機でも 0:5 m 程度を生じ

るといわれる．

A.1.4.7 総合誤差

以上に述べたような要因により，GPS受信機の

距離測定には誤差を伴う．要因別にみるといずれも

数 m程度の誤差であるが，総合すると少なくとも

5 m以上の測距誤差となる．

要因別に誤差の大きさをまとめると，表 7のと

おりである /9/．表中の値は標準偏差で表示されて

いるから，およそこの 2倍が 95%値に相当する．「バ

イアス成分」とはゆっくりとした変化をする誤差成

分を指し，簡単には取り除くことができない．一

方「ランダム成分」は測定のたびに変化する誤差

で，適当なフィルタによる平滑化で低減することが

できる．表 7では，総合的な測距誤差は 5:3 m 程

度，フィルタによりランダム成分を低減した場合は

5:1 mとなる．

後述する DOPを用いると，測位誤差と測距誤

差の概略の関係を

水平測位誤差 = 測距誤差ÇHDOP
垂直測位誤差 = 測距誤差Ç V DOP

と書ける．水平方向について HDOP = 2:0，垂直

方向は V DOP = 2:5を仮定すると，ユーザの測位

誤差は水平・垂直方向にそれぞれ 10:2 mあるいは

12:8 mとなる．これらはいずれも標準偏差である

から，95%値はこの 2倍となる．

一方，GPSの測位誤差については米軍による規

定がある．これは，L1 信号のみによる GPS の標

準測位サービスを民間に開放するにあたり，提供

する測位精度の下限を定めているもので，現在は

「Global Positioning System Standard Positioning

Service Performance Standard」/1/ が配布されて

いる．この文書による規定の概略は表 8のとおりで，

測位精度の規定は水平・垂直方向の別に 95%値で

なされているが，主な規定は典型値であることに注

意しなければならない．衛星の配置によっては，規

定より測位精度の悪い地域が発生することがある．

A.1.4.8 仰角マスク

擬似距離の測定精度は，衛星の仰角に大きく依

存している．仰角が低い衛星では，通過する大気圏

の距離が長いため遅延誤差が大きくなり，信号が地

表近くを通過するためマルチパスの影響も受けやす

くなる．図 15はこうした関係を実測した例で，仰

角が低くなると測距誤差が大きくなる様子がわか

る．このため，仰角の低い衛星を測位計算に使わな

いようにすれば測位精度を上げることができる．

仰角マスク（elevation mask angle）はこのため

に使われるパラメータで，中級以上の受信機では用

途に応じてこの値を設定できるのが一般的である．

ハンディ受信機などでは設定できないが，この場合

はマスクそのものを行わないか，あるいは受信機が

自動的に衛星を選択している．

一般的には仰角マスクは 5～15度程度の範囲で

設定し，設定された値よりも仰角が低い衛星は一

律に使用されなくなる．仰角マスクを大きくするほ

ど擬似距離の測定精度が良くなる（正しくは測定精

度が悪い観測値を使わないだけ）ので測位精度も向

上するが，あまり大きくすると使用可能な衛星の数

そのものが減少してしまい，逆に測位精度が下がる

か，あるいは測位演算が実行できなくなってしまう

こともある．

航空機や船舶の航法用途では，もともと周辺に



表 7: 測位誤差モデル

誤差要因 バイアス成分（m） ランダム成分（m） 合計（m）
衛星軌道 2.1 0.0 2.1
衛星クロック 2.0 (20.0) 0.7 2.1 (20.0)
電離層遅延 4.0 0.5 4.0
対流圏遅延 0.5 0.5 0.7
マルチパス 1.0 1.0 1.4
受信機 0.5 0.2 0.5

測距誤差 5.1 (20.5) 1.4 5.3 (20.6)
平滑化後の測距誤差 5.1 (20.5) 0.4 5.1 (20.5)

水平測位誤差（HDOP = 2:0），標準偏差 10.2 (41.1)
垂直測位誤差（V DOP = 2:5），標準偏差 12.8 (51.4)

出典：Global Positioning System: Theory and Applications /9/

障害物が少ない環境にあることや，測位演算を中断

させないために衛星数をできるだけ多くしたいこと

などから，仰角マスクは 5度程度が一般的である．

これに対して，周辺に障害物が多い測量分野では，

決まった地点で長時間の観測を行うため観測データ

に多少の欠落があってもそれほど不都合がなく，周

辺の環境により 15～20度程度の仰角マスクが設定

される．

また，衛星の仰角に対する誤差のおおよその特

性はあらかじめわかっているから，このことをより

積極的に利用して測位精度を上げる方法がある．仰

角マスクのように衛星を使うか使わないかのどちら

かに分けてしまうのではなく，測定値に重みをつけ

て測位演算を実行するのがそれで，A.1.3.3節で述

べたように測位演算に重みつきの最小二乗法を用い

ることとなる．市販の受信機では，仰角マスクによ

る選別をしたうえでさらに重みをつけて測位計算を

するものが多いようである．

A.1.4.9 測位誤差とDOP

擬似距離に小さな変動 Årがあったときに受信

機位置 x; y; z; s（sは受信機のクロック誤差）に与

える影響 Åxは，式（28）により表され，

GÅx = År (41)

である．Gの逆行列を使うと，Åxを

Åx = GÄ1År (42)

と書き表せる．

擬似距離の測定値に測距誤差 eが含まれている

と，その誤差による変動は式（43）と同じ形式と

なり，

Åx = GÄ1 e (43)

と表される．すなわち，各衛星の測距誤差を並べて

eとすると，それによる測位誤差は式（43）により

Åxとして得られる．最小二乗法により測位計算を

行っている場合は

Åx = (GTG)Ä1GT e (44)

となるし，重みつきの計算方法を採用している場

合は

Åx = (GTWG)Ä1GTW e (45)

により測位誤差を計算できる．

ところで，変数間の誤差の相互関係を表すには

共分散（covariance）という表現を用いるのが一般

的といえる．N次元ベクトル a = [a1 a2 ÅÅÅaN ]の
共分散行列（covariance matrix）は cov(a)と書き，

cov(a) =

2666664
õ2a1a1 õ2a1a2 ÅÅÅ õ2a1aN
õ2a2a1 õ2a2a2 õ2a2aN
...

. . .
...

õ2aNa1 õ2aNa2 ÅÅÅ õ2aNaN

3777775 (46)

の N Ç N行列になる．õaiajは変数 aiと ajとの

間の共分散で，変数間の相関関係の強さとそれぞ

れの変数の分散の大きさを表す（期待値を表す記

号 E [Å] を使えば，変数 a; b の共分散はõab =

E [ (aÄE [ a ])(bÄE [ b ]) ]である）．つまり，変数



aiと ajのそれぞれの分散に応じて共分散は大きく

なるが，それらの間の相関が弱ければ共分散は小さ

な値にとどまる．なお，i = jのとき，õaiaiは変数

aiの分散を表す．

式（43）から Åxの共分散行列を求めると，誤

差伝搬の法則より

cov(Åx) = GÄ1 cov(e) (GÄ1)T (47)

の関係がある．ここで eの各要素の間に相関がな

く，測定誤差の分散が õ2と表されるものとすると，

cov(e) = õ2 Iとなるから（Iは単位行列），

cov(Åx) = GÄ1 (õ2 I) (GÄ1)T = õ2 C (48)

となる．cov(Åx)は Åxの共分散行列で，

cov(Åx) =

2666664
õ2xx õ2xy õ2xz õ2xs

õ2yx õ2yy õ2yz õ2ys

õ2zx õ2zy õ2zz õ2zs

õ2sx õ2sy õ2sz õ2ss

3777775 (49)

と書ける．この行列の対角要素は特に x; y; z; sの分

散を表すから，誤差を表す指標として有効である．

測位精度を決める要因には，（i）擬似距離の測定

精度（測距精度），（ii）利用者と衛星との幾何学的

位置関係，の二つがある．このうち（i）については

õが表しているから，上式を õ2で除すると（ii）の

要因を代表するパラメータとなる．C = (GTG)Ä1

を用いて，さらに距離の次元になるよう平方根をと

ると，

GDOP =
1

õ

q
õ2xx +õ

2
yy +õ

2
zz +õ

2
ss

=
q
C211 + C

2
22 + C

2
33 + C

2
44

PDOP =
1

õ

q
õ2xx +õ

2
yy +õ

2
zz

=
q
C211 + C

2
22 + C

2
33

HDOP =
1

õ

q
õ2xx +õ

2
yy (50)

=
q
C211 + C

2
22

V DOP =
1

õ

p
õ2zz = jC33j

TDOP =
1

õ

p
õ2ss = jC44j

となる．これらを順に説明すると，

GDOP （G=geometric）位置と時刻の決定精度

を総合的に表す．

PDOP （P=position）õx; õy; õzに関係してお

り，位置の決定精度を表す．

HDOP （H=horizontal）関係しているのは

õx; õyで，水平方向の位置の決定精度を表す．

VDOP （V=vertical）õz，つまり垂直方向の位

置の決定精度を表す．

TDOP （T=time）時刻の決定精度を表す．

である．最小二乗法を利用する場合も同じく C =

(GTG)Ä1が使える．

GPS によるおおよその測位精度は測距精度

に DOP を乗じることで概算でき，「測距精度 Ç
HDOP = 水平方向の測位精度」，「測距精度 Ç
V DOP =垂直方向の測位精度」の関係がある．た

とえば，測距精度が õPR = 10 m のとき，衛星の

配置がHDOP = 2; V DOP = 2:5であったならば，

水平方向には 20 m，垂直方向には 25 m 程度の精

度で測位が行われる．また，TDOP = 1:5とする

と時刻の決定精度は 15 mとなるが，単位を時間と

するにはこれを光速 cで除して約 45 nsということ

になる．なお，HDOPあるいはVDOPを計算する

際には，Gは局地座標系により計算されている必要

がある．

重みつき最小二乗法を用いる場合，解に含まれ

る誤差の共分散を表す式（48）は

cov(Åx) = (GTWG)Ä1 (51)

となる．この式は測位精度を概算するには使える

が，DOPについては式（50）により定義されてお

り，重みをつけて計算することはない．

A.1.5 応用にあたって

以上までで，GPSの測位原理や測位誤差の性質

について述べた．本章では，測位精度向上の中心的

手法であるディファレンシャルGPS方式をはじめ

として，応用にあたって必要となる周辺知識につい

て説明する．

A.1.5.1 ディファレンシャル測位

GPSの誤差要因のうちの大部分は受信機を設置

する場所に関係なく共通に現れるから，離れた場所
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図 16: ディファレンシャル GPS

にある複数の受信機が同じ影響を受けることにな

る．このことを利用すると，既知の地点にGPS受

信機を固定して誤差を測定すれば，この誤差情報に

より離れた地点のGPS受信機に生じる誤差を予測

し，補正することができる．

このように，既知の地点でGPSの誤差を測定し，

これを利用して誤差の補正を図る方式をディファレ

ンシャル GPS（DGPS; diãerential GPS）という．

ディファレンシャル GPSでは，既知点に固定され

る受信機を基準局，移動するユーザ受信機を移動局

と呼ぶ．

基準局で観測される衛星 iまでの擬似距離 r0iは，

真の距離 ö0iと次のような関係がある．

r0i = ö
0
i +éi +Å

0 +ó0i (52)

誤差成分のうち，éiは衛星 iに起因する誤差，Å0は

基準局アンテナの位置に依存する誤差であって，ó0i
はそのどちらでもなく観測毎に生じるランダム誤差

とする．基準局については位置があらかじめわかっ

ているから，真の距離 ö0iは計算により求められる．

したがって，誤差成分だけを r0i Äö0i = éi+Å0+ó0i
のように取り出すことができる．

移動局では，同様に擬似距離として

r1i = ö
1
i +éi +Å

1 +ó1i (53)

が観測されることになる．移動局の場合は真の距離

ö1iは未知であり，誤差成分だけを直接取り出すこと

はできない．

さて，何らかの手段により基準局で観測された

誤差情報を伝送すれば，移動局では誤差成分の補正

が可能となる．このためには，移動局で観測される

擬似距離 r1iから，基準局の誤差成分 (r
0
i Äö0i )を減

じればよい．

r1i Ä (r0i Äö0i )
= ö1i +éi +Å

1 +ó1i Ä (éi +Å0 +ó0i )
= ö1i + (Å

1 ÄÅ0) + (ó1i Äó0i )

つまり，éiの項がキャンセルし，衛星に起因する誤

差は取り除かれることになる．これがディファレン

シャルGPSの基本的な原理であって，大部分の誤

差を取り除くことができる．受信機側の位置により

決まるÅ; óはキャンセルせず，基準局と移動局にお

ける誤差の差の成分が現れることになる．

GPSのさまざまな誤差要因について，それぞれ

ディファレンシャルGPSにより補正できるかどう

かを表 9にまとめた．衛星軌道誤差については基準

局と移動局にほぼ共通に現れるのでディファレン

シャル処理により補正できるが，基準局と移動局と

の間の距離（基線長）が長くなると，共通性が減少

することから補正精度が低下する．衛星クロックの

影響は基準局と移動局の位置関係によらず共通に現

れるので，良好に補正ができる．

電離層遅延についても，基線長がそれほど長く

なければ（300～1000 km以下程度）ディファレン

シャル補正が可能であるが，太陽活動が活発で電離

層の変動が激しいと補正精度が低下する．対流圏遅

延も基本的にはディファレンシャル処理により補正

できるが，受信機の置かれている高度により遅延量

が変わるため，モデルによる補正で高度の影響を除

くことが必要である．

一方，マルチパスについてはディファレンシャ

ル処理による補正ができない．これは，マルチパス

は受信機の周囲の電波環境により決まるものである

ため，基準局と移動局に共通に現れる誤差ではない

ことによる．また，受信機内部で発生する誤差につ

いても，共通な誤差成分ではないから補正はできな

い．これらの誤差については，ディファレンシャル

処理により基準局側の誤差の影響も受け，単独測位

方式の場合と比べてむしろ誤差が増加する．



表 9: DGPSにより補正できる誤差要因

誤差要因 補正 補正効果
可否

衛星軌道 ○ 長基線では精度低下
衛星クロック ◎ よく補正できる
電離層遅延 ○ 活動が激しいと精度低下
対流圏遅延 △ 高度差に注意が必要
マルチパス × 補正できない
受信機雑音 × 補正できない

A.1.5.2 搬送波の利用

先にA.1.3.1節では，衛星航法システムの場合

は高い周波数の電波を使わなくてはならないため，

電波の位相を測定する方式では不確定性を取り除く

ことが難しいと述べた．GPSの場合，この不確定

性の周期は 19:03 cmであるから，搬送波の位相を

用いて距離を測定すると，測定値には 19:03 cmの

整数倍の不確定性が含まれることになる．このよう

な不確定性があっては移動体測位には向かないが，

分野によっては搬送波の短い波長を利用した精密測

位が行われる．

干渉測位方式がそれで，ディファレンシャルGPS

方式と同じように，位置を測定したい地点に設置す

る観測局と既知の地点に置かれる基準局とを用意す

る（これらの間の距離を基線長という）．それぞれ

の受信機は到着する測距信号の搬送波の位相を数え

（典型的には 1/1000 波長まで数える），決まった

時間毎（エポック時刻という）に測定値として記録

する．数時間分程度のデータを集めたところで測定

を終了し，両受信機の観測データを突き合わせて測

位点の座標を計算する．搬送波の位相が観測値であ

るから 19:03 cmの不確定性がバイアス成分として

含まれているが，これは時間によらず一定であるか

ら，長時間のデータを処理すればこの不確定性（整

数アンビギュイティなどという）を正確に推定し，

精密な測定値を得ることができる．

干渉測位方式は長時間の観測データが必要なた

め，主に測量分野で利用されてきた．ただし，一度

Nを決定してしまえばその後は不確定性の問題はな

く，観測局が移動しても差し支えはない．このこと

を利用する方式がキネマティックGPS（kinematic

GPS）で，最初に不確定性を除去するために数 10

分間の観測を行ったあと，移動しながら次々と多

数の観測点の座標を求めることができる．キネマ

ティック GPSに対して，固定点で行う干渉測位は

スタティックGPS（static GPS）あるいはスタティッ

ク測量（static surveying）などと呼ばれる．

リアルタイムキネマティック方式（RTK-GPS）

現在は，キネマティック GPSをさらに進めて，

移動体でも搬送波位相による測位が可能となってき

ている．これがリアルタイムキネマティック GPS

（realtime kinematic GPS; RTK-GPS）と呼ばれる

方式で，観測局が移動中であってもリアルタイムに

不確定性を除去し，精密な測位を行うことができ

る．リアルタイムキネマティック方式では，移動中

の観測局に基準局のデータを伝送するため無線デー

タリンクと組み合わせて使用されることになる．

スタティック方式では不確定性の除去に時間の

経過を利用したが，リアルタイムキネマティック方

式ではリアルタイムに不確定性を決定するために冗

長な衛星を利用する．つまり，現在は常時 6～10機

程度の衛星が見えるから，位置を定めるのに必要な

最低限の 4機に比べて冗長となっていることを利用

する．たとえば，利用できる衛星すべてのうちから

4機分の組合せを多数作り出してそれぞれについて

方程式を立て，どんな組合せで測位を行っても結果

は同じ位置にならなければならないことを利用して

不確定性の可能な組合せを限定していき，一通りに

決まったところで位置（および不確定性）が決定す

るというアルゴリズムが可能である．リアルタイム

といってもただちに不確定性が一通りに決まるわけ

ではなく，初期化には数分程度を要する．

リアルタイムキネマティック方式も干渉測位方式

の一種であるが，リアルタイムに演算処理を行うた

め干渉という言葉はあまり用いられず，搬送波位相

ディファレンシャルGPS（CDGPS; carrier-phase

diãerential GPS）などと呼ばれることもある（これ

に対して，コード擬似距離によるディファレンシャ

ルGPS方式をコードDGPS（code DGPS）と称し

て区別することがある．日本では，単にディファレ

ンシャル GPSといえばコード DGPSを指す）．



キャリアスムージング

搬送波位相については，これを直接観測値とし

て用いるのではなく，PNコードにより測定した擬

似距離の精度を向上させるために利用することが可

能であるコード擬似距離は不確定性がない代わりに

精度（精密さ）がそれほど高くないが，搬送波位相

観測ではこれと逆に精密な観測値に不確定性という

バイアス成分が加えられているものと考えられる．

こうした両観測値の性質をうまく利用すると，搬送

波位相観測値をもとにコード擬似距離のばらつき

を抑えることができる．このような方式をキャリア

スムージング（carrier smoothing）といい，現在市

販されている中級クラス以上の受信機では標準的に

採用されている．キャリアスムージングにおいても

RTK-GPSと同様にやはり初期化が必要で，有効な

効果が現れるまでには受信機が動作を開始してから

数分程度を要する．キャリアスムージングは，ディ

ファレンシャルGPSはもちろん，単独測位方式で

も有効な方式である．

A.1.5.3 ネットワークRTK

リアルタイムキネマティックGPSは移動体の精

密な位置をリアルタイムに測定可能な便利な方式

であるが，初期化に時間がかかるほかに，基線長が

10 km 程度までに制限される（基準局から 10 km

程度以内でないと初期化がうまくできない）といっ

た問題点がある．基準局から離れると大気遅延誤差

の差異が大きくなり，波数の不確定性を一意に決定

できなくなってしまうのである．

こうした問題を解決するために，複数の基準点

を用いる方式が考えられた．多数（少なくとも 3以

上）の基準点によりネットワークを構成し，リアル

タイムキネマティック方式を利用可能な範囲を広げ

ようというものである．こうした方式はネットワー

ク RTKと呼ばれ，基準局間の間隔を 100 km程度

まで広げることができる /10/．ネットワーク RTK

の具体的な構成としては，各基準局の観測データを

移動局が個別に収集する方式のほかに，基準局の観

測データを一度センタ局に集めたうえで移動局付近

で有効な RTKデータを生成・伝送する方法が考え

られる．後者は移動局付近に仮想的な基準局を置く

ことに相当し，VRS（virtual reference station：仮

想基準局）方式と呼ばれる．

ネットワーク RTKについては，国内では国土

地理院のGEONETネットワークを利用した実験が

試みられ，すでに商用サービスも開始されている．

A.1.5.4 信頼性とアベイラビリティ

船舶や航空機の航法システムには，正確な現在

位置を与えられることのほかに信頼性が高いことも

要求される．航空機の着陸航法や船舶の着岸システ

ムは端的な例であるが，同様に精密農業や自動建設

機械といった応用でも測位システムの信頼性は安全

性に直結する重要な性能要素である．

また，グローバルな航法システムとしては，い

つでも使えるものであることも重要である．ユーザ

は全世界に分布しているから，全世界に対して常時

サービスを提供しなければならない．航法に中断が

あってはならないから，システムが常に連続して稼

動していることも必要である．

両者をあわせて信頼性と称することもあるが，

特に航法分野の用語では，前者をインテグリティ

（integrity：完全性），後者をアベイラビリティ（

availability：利用性）といって区別する．アベイラビ

リティについてさらに厳密に定義をするには，サー

ビスが提供されている時間割合をアベイラビリティ，

システムが連続して稼動している性質をコンティ

ニュイティ（continuity：連続性）という．

たとえば，仮に 4機以上の GPS衛星が見えて

いればシステムが利用可能であるとした場合（見え

ている衛星の数を Nとする），

アベイラビリティ=
N > 4の時間の合計

総時間
(54)

である．これでは測位精度に不安があるとして

PDOP < 6であることをシステムが利用可能であ

る条件とした場合，

アベイラビリティ=
PDOP < 6の時間の合計

総時間
(55)

となるし，水平方向のみに着目して条件を

HDOP < 3 とし，衛星の故障に備えるために 5

機以上の衛星が見えていなければならないことにす



るならば

アベイラビリティ=

N > 5かつHDOP < 3の

時間の合計

総時間
(56)

となるだろう．

ところで，信頼性とひとことで言うと単にシス

テムが故障しないことと認識されがちであるが，イ

ンテグリティという考え方はもう少し広く，システ

ムが規定の性能を発揮していることを保証すること

を意味する．たとえば，航法システムの測位誤差に

ついて超えてはならない限界範囲（警報限界：alert

limit）が定められており，インテグリティ能力とは

現実の測位誤差がこの限界内にあることを保証でき

る性質を指す．そして，そうでない場合にはその旨

の警報を出せる能力も含む．

インテグリティ機能によって警報が出されてい

る場合は，その間だけシステムが利用できないこ

ととなる．この時間はアベイラビリティおよびコン

ティニュイティに影響し，あまり警報が多いとシス

テムとしての信頼度が低いということになる．式で

表せば，

アベイラビリティ= 1Ä

警報によりシステムが

利用できない時間

総時間
(57)

ということになる．

アベイラビリティを上げるには，不要な警報が

出ないようにすればよい．このためには測位誤差の

許容範囲を広く（スレッショルドを大きく）すれば

よいが，そうすると現実の測位誤差が限界値を超え

る確率が高くなり，インテグリティを確保できなく

なってしまう．反対に，インテグリティを高めるに

は測位誤差の許容範囲を狭めればよいが，これでは

警報ばかりが頻発してアベイラビリティが下がって

しまう．インテグリティとアベイラビリティはこの

ように相反する性質があり，双方を高めるには複雑

なアルゴリズムが必要である．

航法システムのインテグリティを考えるうえで

は，現実のユーザ誤差は常に未知であることに留意

する必要がある．ユーザはサービス覆域内のどこに

いるかわからないが，たとえどこであったとしても，

測位誤差が警報限界内にあることを保証するか，さ

もなければ警報を与える能力が維持されていなけれ

ばならない．インテグリティ機能は具体的にはモニ

タ局を設置することで実現されるが，その数や分布

はインテグリティ性能を直接左右するパラメータと

なる．

インテグリティを規定する警報限界と，測位精

度は異なる概念である．測位精度は一般に標準偏差

あるいは 95%信頼区間などにより表現されること

が多く，航法システムが提供する位置情報に含まれ

る誤差の大部分の分布に関する情報を与えるもので

ある．定常状態におけるシステムの性能は測位精度

によりほぼ記述され，サービスの一般的な能力を表

現するのに適している．これに対して警報限界は，

現実の測位誤差がこの値を超えると致命的な事故

に結びつきかねないことから設定されるものであっ

て，そのような測位誤差が生じるのはまれな事象で

ある（逆にいえば，まれでなくてはならない）．航

空分野において要求されているインテグリティは，

目標事故率から算出される許容リスクをさまざまな

リスク要因に配分することで航法システムに対する

許容リスクを定め，これより導かれたものである．

A.1.5.5 補強システムとインテグリティ

GPSをそのまま利用したのでは航法システムと

しての性能が不足する場合に，それを補うために追

加されるのが補強システム（augmentation system）

である．補強システムはGPSと一体となって動作

し，ユーザが必要とする測位精度あるいは信頼性を

もった航法サービスを実現する．

現在までのところ航空分野以外ではインテグリ

ティについての要求がそれほど厳しくなく，補強シ

ステムの機能としては測位精度の向上が中心であ

る．具体的にはディファレンシャルGPS方式によ

ることとなり，船舶用中波 DGPSビーコンをはじ

めさまざまなシステムが実用化されている．伝送

フォーマットとしては後述の RTCM-104あるいは

独自のフォーマットが使用されて種々の無線メディ

アによるシステムが構築されており，インターネッ

トによる伝送方式も検討が進められている．

民間航空分野においては，ICAO（international



civil aviation organization：国際民間航空機関）が最

近GNSSの標準仕様（SARPs; standards and rec-

ommended practices）を定めたところである /11/．

ここでは GNSSは人工衛星の他に機上受信機や地

上モニタ施設などをも含めた定義となっていて，具

体的な姿は GPS（コアシステム）に補強システム

を追加した構成とされている．ICAO GNSSでは，

補強システムは次の 3種類に区分されている．

SBAS satellite-based augmentation system：静止

衛星型衛星航法補強システム．静止衛星から補

強情報を送信し，大陸規模の広域にわたって

GPSの補強を行う．洋上航空路からターミナ

ル空域まで広い範囲の航空機を対象とした補

強システムである．

GBAS ground-based augmentation system：地上

型衛星航法補強システム．地上送信局からの補

正情報により，局地的にGPSを補強する．空

港周辺で進入着陸中の航空機に対して補強サー

ビスを提供する．

ABAS aircraft-based augmentation system．機

上型衛星航法補強システム．航空機上で得られ

る情報によりGPSを補強する．受信機の内部処

理で実現される RAIM（receiver autonomous

integrity monitoring）の他，気圧高度計や慣

性センサなど GPS 以外のセンサを利用する

AAIM（aircraft autonomous integrity moni-

toring）が含まれる．ABASについては，いま

のところ詳細な規定はなされていない．

航空用広域 GPS 補強システムの標準仕様で

ある SBAS は補強情報を静止衛星から放送する

もので，実際のシステムとしては，米国のWAAS

（wide area augmentation system），欧州の EG-

NOS（European geostationary navigation overlay

service），そして日本のMSAS（MTSAT satellite-

based augmentation system）/12, 13/がそれぞれ

整備されている．使用する衛星は，WAASおよび

EGNOSはインマルサットあるいは他の商用通信衛

星，MSASはMTSAT（multi-functional transport

satellite：運輸多目的衛星）である．米国 FAA の

WAASは 2003年 7月から実用が開始されていたと

ころであるが，続いて我が国のMSASも本年 3月

に認証作業を完了し，9月より正式運用が開始され

た．EGNOSも 2005年 7月より試験運用を続けて

おり，2008～9年頃までに認証作業を完了する予定

である．SBASにより送信される信号は，ユーザ航

空機に対して（i）レンジング機能，（ii）インテグリ

ティ情報，（iii）ディファレンシャル補正情報，を提供

する．これらはすべてGPS L1と同じ 1575:42 MHz

で放送されるから，アンテナはGPSと共用できる

メリットがある．

一方，GBASは航空機の精密進入用の補強シス

テムである．空港周辺に設置されて局地的な補強情

報を航空機に送信するもので，これにより SBASで

は実現できない高水準の進入着陸を実現する．マル

チパス抑制およびインテグリティ確保のためGBAS

地上局には複数の基準受信機が設置され，VHF波

により補強情報を放送する．GBASについては，現

在は電離層遅延に関する技術的課題を解決すべく研

究開発が続けられている．

A.1.6 将来動向

GPSについては，初期のプロトタイプ衛星はす

べてが実用型衛星に置き換えられ，現在は十分な数

の衛星による安定した運用段階にある．軌道上には

まだ多数のブロック II/IIA衛星があるが，現在打

ち上げられている衛星はブロック IIR シリーズと

なっている（2005年 9月からは，第二民間周波数

信号を放送するブロック IIR-M衛星の打上げが開

始された）．GPS の開発から運用を通じて米軍が

ノウハウを蓄積していることもあり，同じ衛星を使

用していながら初期に比べて測位精度は若干向上し

ている．

こうした状況を背景として，すでに既存のL2周

波数に第二の民間用測位信号が追加されつつあり，

さらに新しく L5周波数で第三の民間用信号を放送

することも決定されている．複数の周波数の測位信

号を使えると，電離層遅延補正の精度が改善される

ほか RTK-GPS の初期化を高速にでき，また冗長

性の増加により信頼性も向上するといったメリット

がある．第二民間周波数はブロック IIR-M衛星（M



は modiåedの意味）以降，また第三民間周波数は

2008年から打ち上げられるブロック F衛星以降で

サポートされる．L2波の周波数は航空航法用に国

際的に保護された帯域（ARNSバンド）ではないこ

とから航空機の航法に使用できない難点があるが，

L5波で第三周波数が追加されればこうした問題点

も解決されることとなる．

一方で，次世代のGPS衛星として，GPSブロッ

ク III衛星の本格的な設計作業がすでに開始されて

いる．ブロック III衛星初号機の打上げは 2013年

頃を目指しており，2030年頃までには軌道上の衛

星がすべてブロック IIIとなる計画とされる．こう

した GPS の近代化計画は GPS Modernization と

総称され，JPO（joint program oéce）により作業

が進められている．ブロック III衛星では第四の民

間周波数信号として L1C信号が追加されることと

なっており，現在はその仕様検討作業の最終段階に

ある．L1Cの仕様検討にあたっては JPOでは一般

からも広く意見を求めており，民生ユーザの希望が

最大限考慮されることとなりそうである．

航空用の補強システムについては先に述べたが，

海上分野ではすでに世界的に中波ビーコン DGPS

が利用されている．これは従来より利用されている

280～320 kHzの中波ビーコン信号にディファレン

シャル GPS 補強情報を重畳して放送する方式で，

ITU（国際電気通信連合）により国際標準化がなさ

れている /15/．日本では海上保安庁が整備を担当

しており，1999年 4月より 27局による正式運用を

行っている．世界各国でも同様のシステムが整備・

運用されており，

GPS 以外の衛星航法システムとしては，まず

ロシアが運用している GLONASS が挙げられる．

GLONASS は GPS に類似した衛星航法システム

で，Lバンドの GPSに近い周波数で測距信号を送

信している．GPS が CDMA 方式により衛星を識

別しているのに対して，衛星毎に信号を送信する周

波数を変える FDMA（frequency division multiple

access：周波数分割多重）方式を採用している点が

大きな違いといえる．GLONASSも仕様上は 24機

の衛星による運用がされることになっているが，実

際は現在 11機（2007年 10月末現在）程度にとど

まっている．

一方，欧州連合（EU）は 1999年 2月に独自の

衛星航法システムGalileoの計画を発表した．すで

に欧州は ICAOの標準仕様に沿ったGPS補強シス

テム SBASのひとつとして EGNOSの開発を開始

しているが，欧州はこのEGNOSをGNSS-1として

位置付け，これに続くGNSS-2としてGalileoシス

テムを開発している．Galileo計画は，2000年 4月

より具体的なシステム開発作業が開始されており，

技術検証・試験を経たのち 2005～2008年にかけて

実用衛星を製造・配備し，2006年には初期運用を

開始，2008年の完全運用を目指している．Galileo

の特徴のひとつは設計段階から具体的な民生用アプ

リケーションに必要とされる性能要件を考慮してい

ることといえる．つまり，GPSやGLONASSでは

補強システムにより補うこととなった部分が最初か

ら取り込まれており，実現すれば使いやすいシステ

ムになるものと思われる．

日本では，A.1.5.5に述べたとおり，GPS補強

システムとして ICAO SBASのひとつMSASを構

築し，運用を開始したところである．また，2006年

12月にに打ち上げられた技術試験衛星ETS-VIIIで

は衛星航法技術の開発が行われ，（i）原子時計の衛

星搭載，（ii）精密軌道決定，（iii）衛星搭載クロック

の時刻管理，の三技術について実証実験が行われて

いる．さらに，周知のとおり準天頂衛星システムの

開発が進められており，日本周辺を中心として移動

体向けに高品質な通信と航法のサービスを提供す

ることを目指している /16, 17/．詳細は本シンポジ

ウムの講演を参照されたいが，航法用信号としては

GPSと互換性のある測距信号を放送し，GPS衛星

が見えないビルの谷間でも高精度な測位ができるよ

うにする構想である．いまのところ 2009～2010年

頃の打上げを目指して計画が進められている．

A.1.7 おわりに

GPS/GNSS について，応用にあたり必要と思

われる事項を解説した．限られた紙面ではすべてを

説明することは困難であるので，不足する部分は参

考文献をあたって補っていただきたい（ /3/など）．



GPSの機能は全世界を対象として位置を測定する

ことであるが，そのためには 30機もの人工衛星が

使用され，電子・情報工学のほか宇宙技術，測地学，

地球物理学，超高層大気物理学など多くの分野の技

術を集めた総合技術といえる．

冒頭にも述べたとおり，本年は我が国による補強

システムMSASが正式運用を開始した．またGPS

ブロック IIR-M衛星は 2005年より順調に打ち上げ

られてきており，Galileoや準天頂衛星システムの

開発も進められるなど，衛星航法システムの利用環

境はここ数年の間に大きく変化しつつある．

読者諸兄が GPS/GNSSに関連した研究開発を

進めるにあたり，本チュートリアルが参考になれば

幸いである．
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航行センタの主催で，GPSを運用する米軍が民
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