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資料６

第7回マルチGNSSによる高精度測位技術の開発に関する委員会
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研究項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（１）マルチGNSSの解析技術等の開発

①解析技術の開発
理論的検討、アルゴリ
ズム開発、技術情報
収集など

衛星系の組合せに関す
る調査検討

複数周波数信号及び衛
星系の組合せに関する
技術開発

①衛星系の組み合わせに
関する技術開発

解析技術全体の改良

複数周波数信号の組合
せに関する調査検討

②地殻変動解析技術の
開発

衛星系、受信機及び解
析ソフトウェアの技術仕
様調査

衛星系及び受信機の技
術仕様調査

②精度評価技術の開
発、プログラムの実装
（解析、データ生成、
可視性評価）

解析システムの基本設
計

解析システムの詳細設
計及びプロトタイプ開発
（2周波、QZS/GLO）

③解析システムの開発
（第１版）
（3波、QZS/GLO/GAL）

解析システムの改良
（第２版）
（大規模網、PPP-AR）

データ生成システム（シ
ミュレータ）の開発

データ生成システム（シ
ミュレータ）の改良

（２）解析技術の検証と確立

①シミュレーション実
験

④シミュレーションデータ
による実験

シミュレーションによる目
的に応じた観測・解析条
件の導出

②現地試験観測・実
証実験

アンテナ・受信機調達
マルチGNSS現地試験
観測
試験観測局設置

現地試験観測、データ
の品質評価

⑤現地試験観測による解
析システム等の検証（受
信機アンテナPCV含む）

現地実証実験による解析
技術の検証

（３）高精度測位技術の標準化

①公共測量作業規程の
準則の改正案

⑥準則改正案の検討 準則改正案取りまとめ

②地殻変動把握等への
適用指針（案）

地殻変動等の適用指針
案検討

地殻変動把握適用指針
案、情報化施工適用指針
案取りまとめ

全体計画（H25年6月版）
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平成25年度の作業項目

①衛星系の組み合わせに関する技術開発

– H24年度に判明したバイアスの処理アルゴリズム開発

②地殻変動解析技術の開発

– GEONETのような大規模観測網の処理アルゴリズム開発

③マルチGNSS解析システムの開発

– 3周波、Galileoにも対応した統合解析ソフトウェア GSILIB

④シミュレーションデータによる実験

– GSILIBプロトタイプで解析し、時間短縮効果等を検証

⑤現地試験観測による解析システム等の検証

– GSILIBプロトタイプで解析し、時間短縮効果等を検証

⑥準則改正案、地殻変動等の適用指針案の検討
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■残された課題

１）搬送波位相の受信機ハードウェアバイアス（ISB）

–異機種受信機間でのGNSS統合解析に必要

– H24年度検討では、搬送波ISBが環境や時間で変
化する可能性

⇒ 事前推定値（テーブル）が使えない。妙策は？

２）Galileoの実データ検証

–実データによるISBの有無や安定性の確認

– ISBが環境や時間で変化すると、事前推定値
（テーブル）が使えない。妙案は？

①衛星系の組み合わせに関する技術開発
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３）GPSのL2P(Y)とL2C間の疑似距離バイアス

４）マルチGNSSの最適な組み合わせ

–各衛星系（GPS、GLONASS、QZSS、Galileo）の
各周波数信号（L１,L2, L5）を、どのように
組み合わせれば、短い時間で精度が出せるか？

５）Beidou利用の基礎調査

–実データによる信号特性の確認 等

5



■ご利益は大きいが・・・
• １機しか見えない衛星系でも、測位解に貢献
（QZS-GPSのISBは安定→ QZSの統合解析は可能）

• 統合解析に必須のISB補正技術は、マルチGNSSの
PPP開発にも寄与するはず（初期化時間の短縮等）

■一筋縄では行かないかも・・・
• ISBが環境や時間で変化すると、補正は至難の技

• 測位時に同時推定するのでは、パラメータが増え、
そもそも統合解析のメリットがなくなる？

⇒ 難しいことがわかるのも成果。引き続き注力する。

論点１：統合解析にどれだけ注力するか？

6



②地殻変動監視のための技術開発

■GEONETによる地殻変動監視に必要な技術開発

論点２：水平精度を保ちつつ、もっと迅速に地殻
変動を監視するには、どんな解析方法がよいか

災害対策本部
地方公共団体

水平精度 １ｃｍ
提供まで５時間

・ 観測 3時間
・解析 1時間
・評価 1時間

地震・火山噴火時
の地殻変動情報

災害の予測、
避難活動で
の活用

もっと早く
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■階層的な基線解析

• GSILIBプロトの複数基線解析（～30点）を階層化
• マルチGNSSによる観測時間の短縮効果に期待
• なお、JAXA/MADOCAでは、階層構造なしでGEONET
全点処理可能（高須、2013）

引用：高須他, 複数GNSS対応高精度軌道時刻推定ツールMADOCAの開発,
日本地球惑星科学連合2013年連合大会, 2013/5/23, 幕張メッセ

案１ 基線解析の高速化
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案２ 精密単独測位

■リアルタイム精密単独測位（PPP）

• 補正情報（衛星軌道・時計）が必要
– IGSリアルタイム暦（GPS・GLONASS）の評価（H24年度）

– GLONASSの併用効果が、精度・収束時間では見えない・・・

– IGS網/GEONETから自前でリアルタイム補正情報を作成する手もある

• 精度が基線解析に比べて劣る
– GPSだけでも、PPP-ARを利用？

• マルチGNSSの利点はあるか

マウント
ポイント

GPS GPS+GLONASS

RMS

(E)

RMS

(N)

RMS

(U)

RMS

(E)

RMS

(N)

RMS

(U)

IGS03 0.0464 0.0464 0.1224 0.0862 0.1053 0.2040 

CLK11 0.0363 0.0286 0.0684 0.0804 0.0653 0.0863 

単位：m
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案３ その他の方法はあるか

■長距離RTK解析のマルチGNSS化

–津波予測支援のための常時解析システム

• RTKLIB v.2.4.1を利用

• リアルタイムで水平10cm程度の再現性

–マルチGNSS化

• まずは、QZSSやGLONASSの併用から

■その他

– 別の方法はあるか

•方法、ソフトウェア、戦略・・・
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プロトタイプ（H24） 第1版（H25） 第2版（H26）

基
線
解
析

GPS, GLONASS, QZSS

Galileo
☆GLONASS(CDMA) ？

GLONASS混合解析
☆GLONASS受信機チャンネル間バイアス(IFB)補正

☆GLONASS統合解析、受信機ハードウェアバイアス補正
L1, L2

☆L5
手簿・記簿作成、座標系変換、セミダイナミック補正、ジオイド高補正
☆複数基線解析（数十点）

☆大規模ネットワーク網

精
密
単
独
測
位

GPS(リアルタイム/後処理), GLONASS(後処理)
GLONASS(リアルタイム)

☆QZSS、Galileo
L1, L2

☆L5
補正情報外部入力

☆PPP-AR

≪

測
量
用≫

≪

研
究
用≫

③マルチGNSS解析システムの開発

• RTKLIB ver2.4.2をベースに、GSILIB（第１版）を開発

11



• ソフトウェアシミュレータで、様々な観測条件に対応
する模擬データを生成

• H24年度の検証用プログラム（RTKLIB v.2.4.1改）で、
マルチGNSSの効果を検証する（L1, L2, L5）

–観測時間と精度との関係

–特にL5の利用効果

•測量網の模擬データを生成し、同じ精度をより
短い観測時間で達成できるか評価

④シミュレーションデータによる実験
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• 様々な条件の下で試験観測を実施

• GSILIBプロトタイプを用いて、マルチGNSSの効果を
検証する（L1, L2）

–測量可能地域の拡大

–観測時間の短縮 など

＜場所＞

–国土地理院比較基線場

–ビル街等の上空視界が限られている網

–日本全国において位置・環境が異なる網 など

⑤現地試験観測による
解析システム等の検証
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＜観測条件＞

–同一受信機のみ、異機種受信機混在

–数分～数時間観測

–衛星配置（近代化GPSの可視衛星数、QZSS仰角）

＜解析条件＞

–スタティック、キネマティック

–使用する衛星系・周波数帯の選択

–誤差補正方法（電離層補正、対流圏遅延推定）

– GLONASS、QZSSのアンテナPCVの検証
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• マルチGNSS測量を含む準則改正案に向け、最適な
観測・解析手法を記載したガイドラインを作成する。

–ガイドラインの内容

•利用できる衛星系の増加
→ GPS, GLONASS, QZSS, Galileo

•利用できる周波数帯の増加
→ GPSのL5, GalileoのE5a

•必要な観測時間の短縮
→ 使用する周波数帯・衛星系の組み合わせ
毎に必要な観測時間の表？

⑥準則改正案、地殻変動等の
適用指針案の検討
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•各衛星系の組み合わせで必須の補正
→ IFB、L2P-L2C 1/4サイクルシフト

•統合解析のご利益
→ 各衛星系１機あれば、利用可能

•衛星系毎のアンテナPCVの適用

• 地殻変動監視や情報化施工等の高精度測位分野
に適用する場合の条件や手法の取りまとめ

–取りまとめのイメージ

•利用できる業務の範囲

•観測、計算方法等に関するガイドライン

16


