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１． はじめに 
 準天頂衛星システム（QZSS: Quasi-Zenith Satellite System）は、静止軌道を約４５度傾けた軌道
に、少なくとも３機の衛星を１２０度づつずらして配置することにより、常に１つの衛星が天頂付近

に可視となる衛星通信･測位システムで、平成２０年度の第１号機打ち上げを目指して開発･研究が始

められた。高仰角衛星のため、建物等によるブロッキングが少なく、高品質な移動体データ通信・放

送、高精度測位が可能となるものとして期待されている（図 1）。 

QZSSの研究開発は関係省庁と民間の協力によって進められることになっており、国土交通省では、
準天頂衛星システムを利用する高精度測位システムに関する技術開発のうち、GPS補強技術として地
上系システムとの組み合わせによるセンチメートル級の高精度測位サービスの実現と搬送波を利用し

た高精度測位技術の移動体への適応を実現するための研究開発を行う計画である（図 2）。 
 

２．研究概要 
 国土地理院は、国土政策技術総合研究所と協力して国土交通省「総合技術開発プロジェクト」の一

環として QZSS の測位･測量への応用研究開発を行う。研究開発の内容は、QZSS の精密測量への応
用研究および次世代電子基準点システムの概念構築（以上、地理院担当）と移動体への高精度測位技

術の適用（国総研担当）の３つに大きく分けられている。 
（１）精密測量への応用 

QZSS の測量への応用を主題として、精密測量に応用でき得るシステムのスペックや測量条件を明
らかにし、さらに他に計画中の次世代衛星システムを利用した測量方法等を研究する。研究開発項目

は、以下のとおり。 
① 次世代測位衛星システムの対応した測位シミュレータの開発 
 現在計画されている次世代の衛星測位システムの測量への応用を目指し、現存の GPS との併用に
よって精度･効率の向上等を実現するための衛星システム、最適な測量条件をシミュレートできるシス

テムを開発する。また、このシミュレータを用いて精密測地測量、リアルタイム測量等に必要な軌道

制御精度や、地上での測位効果改善を実現するための最適測量条件、補正情報等を求める。 
② 準天頂衛星による測位情報配信に関する開発研究 
 準天頂衛星の通信機能を利用した高精度測位補正情報(特にネットワーク型 RTK 測量のための)の
配信に関する研究を行う。準天頂衛星を用いれば安定した補正データの配信が見込めるが、日本全土

をカバーすることが期待されるためデータの量及び時間･空間分解能や効率的な補正アルゴリズムの

検討・開発が課題である。 
（２）次世代電子基準点システムの構想 
今研究での目標は、計画されている新しい衛星測位システムの出現に対応した次世代電子基準点の



仕様を研究・開発し、今後の多様な用途にも情報提供可能なシステムの構成を検討することである。

研究開発項目は、以下のとおりである。 
① 電子基準点更新のための必要技術に関する研究 
 GPS 近代化と伴に QZSS、Galileo システムに対応した受信機能、情報配信機能を備えたものに更
新する。その際、複数衛星システムの受信によるロバスト性の確保、位置情報提供手法、大容量デー

タ通信のためのネットワーク技術等についての研究を行う。 

② 次世代電子基準点概念開発 

 ①の必要技術開発をもとにして、次世代衛星測位システムに対応し、また、ITS、防災、国土管理等、

今後の多様な用途にも情報提供可能なシステムとしての電子基準点網の概念設計を行う。 

 

３．平成１５年度実施内容 

（１）汎用衛星測位シミュレータの開発 

 PC 上で動く衛星測位シミュレータを開発した。 

（２）次世代電子基準点のための基礎調査 

諸外国における測位衛星連続観測ネットワークの調査を行った。 

 

４．得られた成果 

（１）シミュレータについて 

 本シミュレータは汎用 PC 上で動くソフトウェア型シミュレータであり、軌道生成部、観測量生成部、

表示部から構成され、各機能は GUIによって制御される。基本的機能は、地球上の任意の位置・時間
において観測者(受信機)と測位衛星システムを与え、観測位置における衛星電波の受信可能性から位
置観測精度を見積もり、さらに電離層・対流圏を伝播した衛星電波信号の受信データを RINEX 形式
で擬似生成するものである。出力された RINEX ファイルは衛星の精密軌道ファイルを用いて汎用基
線解析ソフトウェアによって解析されるが、できる限り現実に近い観測データを擬似生成できるよう

に、精密な物理･天文モデル、DEM及び各種気象・誤差モデルを採用し計算を行う。 
（２）諸外国でのネットワーク調査 
 本調査の目的は、各国が計画している次世代の衛星測位システムの採用に対応した国土地理院の電

子基準点網の改良・次世代化の検討･概念設計の基礎資料として、諸外国でも幾つか構築されている測

位衛星（連続）観測ネットワークを調査し、最新情報を得ることである。 
 調査方法は、文献、インターネット、その他の方法を用いた情報収集および現地訪問による調査と

し、対象国は 25 カ国で、そのうち 6 カ国について現地調査を行った。現地調査を行った 6 ヶ国につ
いての概観を表１に掲げた。 
 
５．結論および今後の課題 
（１）シミュレータは一応の完成を見たが、更なる機能強化と細かい不具合の調整のための改善･改修

を行い同時にこのシミュレータを用いたケーススタディを行う予定である。また、特に都市部におい

て digital surface modelを用い建物遮蔽を考慮したシミュレーションを可能にする改造を行う。 
（２）各国の連続観測網は、現時点ではほとんど GPS を対象にしているが、今後 Galileo の登場、
GPS近代化に伴った対応が問われている。国土地理院の GEONETについてもシミュレータ等を用い 
て、観測の最適化等の研究を進める必要がある。 
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図 1．準天頂衛星の軌道（左）とその地表への投影（右） 
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       準天頂衛星システムの効果 
•高精度測位サービスの実現による国民生活の安全性利便性の

向上（交通・防災など幅広い分野への利用が期待） 

•民間活力の活用による新産業創出等の経済活性化 
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図 2. 準天頂衛星システムによる測位・通信の概念図 



 
 
表 1．GPS観測網の概観 

 
 

国  米国 デンマーク ドイツ オーストラリア ニュージーランド マレーシァ 

中心的機関 測地測量局      

(NGS) 

デンマーク国家

測量、地籍局 

連邦測量行政作

業グループ(AdV)

測地科学省    

国土地図局 

ニュージーランド   

国土情報省 

マレーシァ    

測量地図局 

システム名称 CORS  SAPOS ARGN PositionNZ  

システムの目的 後処理測位     

気象利用 

精密測量技術

開発 DGPSサ

ービス 

測地、測量、精密

位置情報サービ

ス 

 一般測量への利用 

測地座標系確立 

基準点、地籍

測量、地図作

製、学術用 

観測点の所有者 多数機関にわた

る民間企業を含

む 

デンマーク国家

測量、地籍局 

各州政府  ニュージーランド   

国土情報省 

 

観測点総数 800 本国 3（全国 

8） 

260 16 30（2005年予定） 17 

平均点間距離（概

略） 

最短 20 km以下  

最長  500 km 

150 km 40～50 km    

ピアー構造 各種混在  各種混在 コンクリート柱  

0.5 m 高が多い

 各種混在 

ピアー熱変形対策 一部に対策あり 本国3点は電熱

恒温装置つき 

なし なし   

気象測器 原則設置      

受信機        

アンテナ 

各種混在  各種混在 ターボローグ   

チョークリング 

 TRM-4000SSI  

アンテナは各

種 

データ間隔 観測点により各

種  1, 5, 10, 15, 

30 s 

1秒 1秒  30秒  

観測点からセンタ

ーへのデータ伝送

方法 

 DGPSサービス

のため実時間

伝送 

実時間伝送 FTP          

ダイアルアップ 

  

後処理データ配布 インターネット   

記録媒体 

 インターネット   

記録媒体 

 インターネット  

同上料金     無料  

実時間測位の    

データ配信 

大規模DGPS     

フロリダでFKP 

DGPS       

RTK,  VRS(?) 

DGPS, RTK     

VRS, FKP 

クイーズランドで

VRS準備中 

  

同上料金 FKPは有料 無料 有料    

配信方法 DGPSは衛星    

FKPは携帯電話 

FM放送（特殊受

信機要）      

携帯電話 

FM放送       

携帯電話      

専用無線 

   

特別なサービス 基線解析サービ

スOPUS 

  科学技術向け解

析サービス 

  

同上料金 無料   無料   

備考 実際に気象測器

を設置している観

測点は少ない。 

別にグリーンラ

ンドに5局の学

術用局がある。

一般向けサービ

スはASCOSとい

う企業が行ってい

る 

ビクトリア州では

DGPSサービスが

行われている 

  


