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全国の電子基準点で、準天頂衛星及びグロナスの 
観測データを提供開始 

 
 国土地理院は、5月 10日より、全国の電子基準点で観測した準天頂衛星（日本）及
びグロナス（ロシア）のデータ提供を開始します。 
 従来の GPS（米国）に加えてこれらの衛星も利用すると、都市部や山間部で測量で
きる場所が広がり、測量時間の短縮も期待されます。また民間が電子基準点データを
用いてサービスしているリアルタイム測量の安定性も向上し、建設機械の制御を行う
情報化施工等での活用が期待されます。 
 
 国土地理院は、全国の電子基準点において測位衛星の観測を行い、そのデータを解
析して地殻変動を監視するとともに、我が国で行われる衛星測量のために観測データ
をHPから提供しています（資料１）。このデータを用いると基準点での観測が省略で
きるので、電子基準点は衛星測量のインフラとなっています。また、観測データはリ
アルタイムで民間事業者に提供され、電子基準点を利用した「ネットワーク型 RTK測
量」（資料２）のサービスが行われています。 
 近年、測位衛星として、米国の運用するGPS以外に、ロシアのグロナス（GLONASS）
や、我が国の準天頂衛星初号機「みちびき」が利用できるようになってきました。GPS
に加え、これらの衛星測位システムも利用すると（「GNSS」※と総称）、ビルや樹木等
の障害物によって衛星信号が受信しにくい都市部や山間部でも測量ができる場所が
広がるため、電子基準点の利用者から早くGPS以外の GNSSにも対応してほしい、と
の要望が寄せられていました。 
 このため、今までGNSS対応が完了した電子基準点より、東日本を中心に、順次、
準天頂衛星及びグロナスデータの早期提供を実施してきましたが、5月 10日から全国
でGNSSデータの提供を開始します。これにより、全国のほとんどの地域で電子基準
点を用いた衛星測量や、ネットワーク型 RTK測量において、GPS以外の GNSSも利用で
きるようになり、測量の効率化が可能となります。  
 測量用のデータはHPから入手できます（ht tp: / / t er r as. gsi . go. j p/ j a/ i ndex. html ）。
ネットワーク型 RTK測量でのグロナスの利用については、サービスを行っている民間
事業者にお問い合わせください（連絡先は「電子基準点を利用したリアルタイム測位
推進協議会」のHPを参照：ht tp: / /www. j sur vey. j p/pcr g/kyougi kai . htm）。 
 
※ Gl obal  Navi gat i on Satel l i t e Syst emの略。米国の GPS及び日本の準天頂衛星、ロシアのグロナス、EUが開発中のガリ
レオ（Gal i l eo）等がある。各国は各システムの民生用公開信号が無償利用できることを繰り返し表明している。 

 
資料１ 電子基準点について 
資料２ ネットワーク型 RTK測量について 
 

（問い合わせ先） 
 〒305- 0811  城県つくば市北郷 1番 国土交通省国土地理院 
   測地観測センター 衛星測地課長  宏道 029- 864- 6951（直通） 
            専門調査官  山口和典 029- 864- 4811（直通） 
                                                029- 864-6864  ( FAX)  

参考資料２



資料１． 電子基準点について

□ 電子基準点は、GPSに代表される測位衛星（GNSS）の電波を受信する施設で、全国約1,300箇所に

設置されています。観測データはリアルタイムで国土地理院の中央局に集められ、毎日、電子基準点
間の位置関係がミリメートル精度で求められ、地殻変動の監視に利用されています。

□ 観測データはインターネットを通じて公開され、GNSSを用いた測量の基準点として利用されます。
また民間事業者を通じてリアルタイムデータも提供され、位置情報サービスに利用されています。

電子基準点（高さ 5m）測位衛星（GNSS）
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電⼦基準点は、全国に平均20km
の間隔で設置されています。
（東海 南関東地⽅は10k 間隔）
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 ネットワーク型RTK測量とは、利用者が現場で取得した衛星データと、周辺の電子基準点の観測
データから作成された補正情報を組み合わせ、リアルタイムでcm級の測量を効率的に行う方式です
（RTK：リアルタイム・キネマティック）。利用者が現場に基地局を設置する必要はありません。

資料２． ネットワーク型RTK測量について

 今まで、GPSデータを利用したネットワーク型RTK測量のサービスが民間事業者から提供されて
いましたが、今回、GPSとグロナスによるサービスが開始されることにより、GPSだけでは観測できる
衛星数が少なかった場所や時間帯でも、測位精度の改善が期待されます。

 このため、例えば、山間部を通る三陸自動車道の復興道路建設の現場では、建設機械にGNSS
受信機を取り付け、ネットワーク型RTK‐GNSSを利用した情報化施工が行われています。
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ネットワーク型RTK測量の仕組み

観測データ（リアルタイム1秒値）



GNSSデータ提供への社会の反応
• 業界誌 情報化施工関係で注目

• 民間事業者 商用サービス開始• 民間事業者 商用サービス開始

– お試し期間は、無料でGPSとグロナスの
ネットワーク型RTK補正情報提供
→ 1/3の利用者が試用済み（5/17聞き取り）→ 1/3の利用者が試用済み（5/17聞き取り）

• コマツ 情報化施工グループ（5/22聞き取り）

– 5/14にジェノバ社と東北地方のグロナス
利用現場を体験 だけ 比べ が早利用現場を体験。GPSだけに比べFIXが早い。

125.5.13  日刊建設工業新聞 朝刊1面

第11回情報化施工推進会議（平成24年10月19日）福川委員報告
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000015.html

東 本大災害復興 事 お る情報化施 活 状 報告○東日本大災害復興工事における情報化施工システム活用状況報告

• 10月10日宮城県の業者が施工中の三陸縦貫自動車道の現場訪問（南三陸町）

• GNSS基地局の設置が必要ない仮想基準点方式のVRS‐RTK（GNSS）は測量作業にGNSS基地局の設置が必要ない仮想基準点方式のVRS RTK（GNSS）は測量作業に

は使用され始めているが、土工用建設機械のマシンコントロールとして切り盛り
の多い厳しい地形条件下で災害復旧工事に使用されるのは事例が少ない

• GNSS対応の電子基準点整備のおかげで衛星からの受信制約も大幅に改善GNSS対応の電子基準点整備のおかげで衛星からの受信制約も大幅に改善
（仰角の大きい箇所でも必要な衛星数が時間制約を受けずに確保できる）

• GNSS対応のシステム（VRS‐RTK）の補正データ配信は配信業者により試験的に行
われているものであり 実用化に向けた商業ベースのサービス確立が必要われているものであり、実用化に向けた商業ベ スのサ ビス確立が必要

NW‐RTKによる施工管理（捲きだし）NW‐RTKによる確認測量



情報化施工推進戦略

• 国土交通省 情報化施工推進会議が、平成25年3月29日
「情報化施工推進戦略 （平成25 29年度）を発表「情報化施工推進戦略」（平成25～29年度）を発表。

• ５つの重点目標のうち、②新たに普及を推進する技術・工種
の拡大に関する重点目標に ネットワ ク型RTK法が登場の拡大に関する重点目標に、ネットワーク型RTK法が登場。

3

今後の課題

• GEONETの対応

– 新たなGNSSへの対応（Galile,近代化GLO, Beidou等）

– 実用準天頂衛星システムへのデータ提供

• データの利活用

– 基本測量基本測量

• 津波予測支援（常時リアルタイム解析）

• GEONET定常解析• GEONET定常解析

– 公共測量

時間短縮効果の実証 作業規程 の反映• 時間短縮効果の実証 → 作業規程への反映

• 準天頂衛星併用可能な測量用ソフトウェアの普及

→ マルチGNSS総プロで開発（公開予定）
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