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準天頂システムのセンチメータ級測位補強サービスが実現する高精度測位は様々な利用が期待されている。代表的なアプリケーションとしては，
自動車の自動運転・安全運転，ロードプライシングによる安全・環境への貢献，鉄道の運行管理や保守，災害前後解析・災害状況把握等の災害
に強い街づくり等が挙げられる。

準天頂衛星システムによる高精度測位の想定利用シーン
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2018年度から実用サービスが開始される準天頂衛星シ
ステム（QZSS）では，その特長であるセンチメータ級測位
補強サービス（CLAS）によってIT農業，情報化施工，自
動車の自動運転・安全運転支援等の新たな分野での利活
用が期待されている。CLASでは，利用拡大に向けた試験
サービスを2017年初めから実施するとともに，レンタル
利用が可能なプロトタイプ端末を用意して利用実証を希望
するユーザーに対応している。この端末は移動体測位に対
応しており，水平６cmの測位精度を確認している。

センチメータ級での利用拡大が期待される自動車分野で
は，三次元ダイナミックマップの整備を並行して進めるこ
とで，自動運転システムの可用性拡大や性能向上が期待で
きる。また，IT農業分野では，農機運転の自動化による

省力化や精密土壌マップ・肥料散布地図の活用による単位
面積当たりの収穫量拡大への貢献が期待できる。自動車
市場分野へ高精度測位の応用拡大に向けては，自動車の市
場の中心が海外であることから，同種のサービスの海外展
開が強く望まれる。準天頂測位システムが対応可能なアジ
ア・オセアニア地域については，豪州や台湾を始めとする
基準点網を整備済みのエリアを中心に，利用実証を開始し
ている。また，他のアジア主要国の多くでも基準点網を整
備する計画があり，CLASの普及が期待できる。一方，欧
米については，補強サービスや地図インフラの標準化活動
等を通じて補強サービスプロバイダ，測位端末メーカー等
の仲間を増やしていき，補強サービス業者が異なる場合で
も同一の端末を使用できる仕組みを構築する計画である。
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1．ま　え　が　き

2018年度から準天頂衛星システム（QZSS）の実用サービ
スが開始される。QZSSは，米国のGPSと互換性を持つ測
位信号を配信する補完サービスと，測位信号を補正するこ
とで高精度化する補強サービスで構成される。QZSSの特
長として，日本全国で水平６cmの高精度測位を可能にす
るセンチメータ級測位補強サービス（CLAS）の提供が挙げ
られる。

本稿では，利用拡大に向けたCLASの実証機会の提供と
CLASによって広がる利活用の構想について述べる。

2．CLASのサービス開始に向けた利用実証環境整備

2. 1　サービスの仕様定義

CLASのサービス仕様PS－QZSS（1）及びユーザーイン
タフェース仕様IS－QZSS－L6（2）は，準天頂衛星システム
サービス㈱（QSS）が運営するWebサイト上で提供される。
PS－QZSSは，サービス範囲，精度，アベイラビリティ，
継続性，インテグリティ，初期化時間で構成されている。
IS－QZSS－L6では，信号仕様，メッセージ仕様及び主要
なユーザーアルゴリズムが提供されている。IS－QZSS－
L6での測位補強情報に関するユーザーインタフェースポ
イントを図１に示す。CLASによる補強サービスは，主に
多周波の搬送波位相観測が可能な受信機を対象とする。各
国の衛星測位信号は，L1帯（1.5GHz），L2帯（1.227GHz）
及びL5帯（1.176GHz）を利用しており，既存の高精度受信
機はこれらの信号に対応している。一方，CLASはL6帯

（1.278GHz）を利用しており，L6対応の受信機を用意する

か，既存の受信機を拡張する必要がある。これらの仕様
を参照することで，CLAS利用ユーザー，測位受信機メー
カーは，独自の利用開発を推進できる。
2. 2　利用実証インフラの整備

CLASは，2017年初めに予定している準天頂衛星初号
機のQSSへの運用移管後に試験配信を連続的に行う予定
である。QSSでは，複数のGNSS信号とL6信号に対応し，
CLAS補強サービスによる高精度測位が可能なプロトタイ
プ端末（図２）を利用拡大用に準備しており，希望する利
用者はレンタル利用して評価を行うことができる。表１

にCLASプロトタイプ端末の仕様を示す。また，この端末
による測位結果の一例として2016年10月６日に関西地域
で計測した定点試験の測位結果を図３に示す。水平3.7cm

（95％，drms），垂直5.8cm（95％，rms）と高い測位精度
が得られている。

3．CLASの利活用の構想

3. 1　CLASの高精度位置情報利用社会の到来

CLASの主な想定用途は，測量，情報化施工，IT農業
分野であり，工機・農機運転の自動化などによる効率化，
省力化が期待されている。また，高精度三次元位置情報に

表１．CLASプロトタイプ端末の仕様
項目 仕様値

補強対象信号 GPS　：L1C/A，L1C，L2P，L2C，L5
QZSS：L1C/A，L1C，L2C，L5

補強信号 QZSS：L61，L62
測位方式 PPP－RTK方式
測位出力形式 NMEA－0183形式（USB又はイーサネット（注1））
出力レート 10Hz以上
アンテナ JAVAD製 GrAnt－G5T
電源 電圧：DC ９～30V，消費電力： 25W以下

（注１）　イーサネットは，富士ゼロックス㈱の登録商標である。

L6信号受信機

測位アプリケーション

提供：準天頂衛星システムサービス㈱

多周波搬送波受信機

アンテナ

測位補強情報に関する
ユーザーインタフェース
ポイント

図１．CLASユーザーインタフェースポイント

外形寸法：178×142×90（mm）

図２．CLASプロトタイプ端末
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図３．CLASプロトタイプ端末による測位結果
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関する共通基盤と併せ，自動車の自動運転・安全運転支援
やロードプライシング，鉄道の運行管理や保守等への展開
も期待されている。さらに，精密な三次元位置情報に基づ
く，防災・減災といった災害に強い街づくり，老朽化した
社会インフラの管理効率化等も用途として構想されている。
特に就農者の高齢化が進む農業分野，省力化による生産性
向上が求められる建設分野・情報化施工分野における機械
の自動化に大きな貢献が期待される。
3. 2　CLAS利用拡大の方向

準天頂衛星システムの計画では，宇宙基本計画に基づき，
2017年に３機の実用衛星を打ち上げ，2010年に打ち上げ
ている実証衛星の１号機を加えて，2018年に４機体制で
実用サービスを開始する。さらに，2020年に設計寿命に
達する１号機の後継機を打ち上げた後，2023年までに３機
を追加して，持続測位可能な７機体制を確立する。４機
体制でのCLASのサービス提供範囲は日本国内を対象とす
るが，将来的にはアジア・オセアニア地域への拡張が可能
である。各国で整備済み又は整備が進む基準点網を活用す
ることによってPPP（Precise－Point Positioning）－RTK

（Real Time Kinematic）方式に基づくCLASの海外展開が
なされ，各国の農業，鉄道，自動車分野等への応用が期待
される。各国の測位インフラ基盤運営機関との連携の下，
産業競争力を強化し，持続的な成長を実現する経済の好循
環を創出することができると考える。次に具体的な利用拡
大分野として，自動車と農業における適用例を示す。
3. 3　自動運転・安全運転支援

デジタル地図の三次元化及びダイナミックマップ化に伴
い，高精度衛星測位と車載センサとの複合センシングが可
能になり，自動車の水平・垂直方向の位置精度が向上する。
これによって，車線単位での経路検索が可能になり，自動
運転・安全運転支援の実現に貢献できる（図４）。また，道
路勾配等の影響によって，これまでカメラやレーダ等での
センシングが困難であった箇所でも情報取得が可能になり，
上り坂頂上付近の見通しが悪いところで徐行をしたり，勾
配に応じた速度調整によって渋滞を緩和したり，出会いが
しらの交通事故を低減できる可能性がある。
3. 4　IT農業分野

農地のデータを三次元化することによって，日本に多く
存在する傾斜・勾配地の田畑などでも自動走行が可能にな
る。例えば，センサと組み合わせて高さや斜面方向（日照，
水はけ等）に応じたきめ細かな管理が可能である。さらに，
農業従事者の高齢化が進み，以前よりも作業の安全性や省
力化が求められるが，三次元位置情報を用いることで作業
の自動化が進むことによって，作業の安全性向上・省力化
に貢献することが期待できる。

4．む　す　び

2018年度からの実用サービスの提供開始に向けて開発
中の準天頂衛星システムの実証状況及び利活用構想につい
て，センチメータ級測位補強サービスの利活用を中心に述
べた。各国がそれぞれ衛星測位システムを整備するマルチ
GNSS（Global Navigation Satellite System）の時代となり，
2020年代には140機近い測位衛星が運用される時代となる
中で，最大衛星機数も７機と少なく，サービス範囲もアジ
ア・オセアニア地域に限定される準天頂衛星システムが確
固たる地位を保つためには，センチメータ級測位補強サー
ビスを始めとする特長あるサービスを広域に展開し，関連
する市場を早期に立ち上げていくとともに，継続的に市
場のフィードバックを取り込んで改善を続け，より広範な
ニーズに応えていく必要がある。
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図４．自動運転・安全運転支援への貢献
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