
20１８年度活動報告
高度G空間社会創造WG

2019年8月26日

高度G空間社会創出WGリーダ 三神 泉

サブリーダ 大西 隆史

事務局 大芝 照彦

高度G空間社会創造WG
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2018年度活動の振り返り
1.活動目的

10年後、20年後のQZSS派生技術を利用したG空間社会の姿を創出し、測位と
他の新技術との融合方向を予想しつつ、事業・製品化に結びつけるための
共通課題を見出し、解決策を策定する。

２.活動方針の達成度
① 講演内容は、原則、課題解決に関係する内容を適宜選定・・・・〇

・中国の衛星測位の動向
・中国最大の受信機メーカの日本での販売戦略・価格戦略

② サービス利用者、関連技術者の講演への招待 ・・・・〇
・交通安全へのみちびき利用＋道交法の理解の必要性

③ 小グループでの討議 （G討議に参加希望の有志による）・・・△
・アプリケーション事例と事業存在レイヤ分析を討議にて実施
・WGメンバへのアンケートにより、事業化にむけた情報収集に軸足を
置きたいとの要望を反映して小G討議をしばらく休止

3.成果目標の達成度
① WG内の枠を超えた課題は、他WG・関係団体・官等に展開

・拡大WGとして2回開催し他WGに展開・・・・△
② 課題/解決策はHPに公開・・・・〇

・HPに適時で公開
③ 事業化活動に移行する場合はSWG活動として展開・・・・×

・具体的事業化案件に至らず

高度G空間社会創造WG
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項目
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

イベント

高度G空間
WG

2018年度活動実績

QBIC総会7/20
▽

企画運営委員会7/5
▽

企画運営委員会
10/11

▽

企画運営委員会
3月
▽

第1回
7/13
▽

第2回
9/16
▽

高度G空間社会創造WG牽引体制

リーダ 三神（SPAC）

サブリーダ 大西（富士通）⇒堤 （富士通）7/5から

WG事務局 大芝（SPAC）

第3回
3/27
▽

中国衛星測位現況
アプリケーション小G論議

高度G空間社会創造WG

事業モデル革新情報
新事業成功事例
新事業存在レーヤ分析

低価格受信機国内
市場情報
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活動成果例：みちびきサービスを利用する新事業の存在レイヤ分析

層（レイヤー）

受信機・受信ボードを組込んだ製
品やアプリを管理し、ビッグデータ
取得･保存･提供環境はまだまだ
これから

応用製品、ビッグデータ利用ｼｽﾃ
ﾑ・ｱﾌﾟﾘ・ｻｰﾋﾞｽｺﾝﾃﾝﾂ等、気がつ
いていないサービスやアプリが多
く存在する

(SBAS)

まだまだ衛星測位情報の応要面
で未開拓の業界が多く存在する

現段階では、それぞれの市場に
最適化された受信機とは言えず、
市場応用に特化した専用機能を
持つ受信機があり得る

衛星からの配信には含まれない
付加価値を提供する地上配信
サービスがあり得る

個別・共通プラットホーム

公共ユーザ・個別ユーザ向け広域・狭域の3次元地図プラットホーム

測位補強信号受信・処理用GNSS チップ、モジュール、電子基板、アンテ

一般ユーザ向け、専門家向けの測位補強用・測位受信機

cm級からm級精度のRTK、PPP-RTK、PPP-AR等測位補強情報の
配信（衛星・地上）

公共ユーザ向け共通アプリ

消費者ユーザ向け・マスマーケット向け個別アプリ

受信機

利活用
市場

信号配信

プラット
ホーム

製品・アプリ

デバイス
& 部品

LBS・ IoT
端末

（スマホ含む）

海空陸交通・運送・自動車・鉄
道・ドローン・農業・林業・水産
業・港湾・船舶・金融・測量・家
屋調査・土木・建築・製造業・
ゲーム・観光・各種サービス業

航空

専用アプリ

時刻・時刻同
期利用

（通信、エネル
ギ、金融・他）

特殊用途向け
時刻受信機

専用
プラットホ－ム

測位情報利用一般市場 時刻情報利用市場測位情報利用
特殊市場

サービス事業・インテグレーション事業



QBIC第2期活動

アウトリーチ推進WG
2019年度活動計画

アウトリーチ推進WG

2019年8月26日

アウトリーチ推進WG リーダ 坂下 哲也

サブリーダ 山本 洋介

事務局 上村 英央
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第2期活動方針 ー アウトリーチ推進WG ー

アウトリーチ推進WG

1. 狙い
「みちびき」サービスにおいては、まだ事業化が進んでいない業界があり、地方での知名度も
高くない。Society5.0/G空間社会の実現に貢献すべく、これらの業界や地方に対して、
「みちびき」サービスのビジネス化に向けたユーザ発掘と普及・啓発活動、及び将来のユーザ
開拓のための人材育成活動等を行うことにより社会実装の裾野の拡大を図る。

2. 活動方針：『「クール・みちびき」：測って、触って、便利さ実感・事業にヒント!!』
① 「みちびき」サービスの有効性や活用方法が理解できるサービスメニュー（受信機操作

体験セミナー、初心者講座、製品展示、コンサル等）を検討・準備する。

② 実施するセミナー等の内容については、対象者毎の事前アンケート等を基にニーズを把
握し、サービスメニューからテイラーリングして決定する。

③ 対象は、QBICが今まで取組んできた分野に加えて、活動が及んでいなかった分野
（アプリ業界を含むIoT分野、GNSS時刻を活用する分野等）とし、本活動により得
られたビジネスマッチング等の有用な情報はQBIC会員に適時でフィードバックする。

④ 他財団、高専機構、関係省庁のアウトリーチ活動等と連携して効率的な活動の場を
もとめると共に、産学官で広く、かつ将来を見据えた社会実装開拓を図る。

3. 目標
対象者の団体・地域に、「みちびき」利活用分科会や「みちびき」の普及・利活用促進を図
るワーキンググループ等が発足し、継続的な活動が行われること。できれば、事業化成功事
例等の積み上げを図る。
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2019年度計画 ー アウトリーチ推進WG ー

アウトリーチ推進WG

1. 活動目的
アウトリーチ活動が継続的に実施できるよう、サービスメニューの検討、及び、協力を得る企
業・団体との連携・調整や関係省庁の他アウトリーチ活動とのマッチングを行い、実施要領
等の整備等を行う。 本年度は地方開催のテストケースとして、国交省G空間Expo地方
開催（岐阜、松山）等における試行的なアウトリーチ活動を行い、各種改善を施した上
で、最低でも1回のアウトリーチ活動（本番）を、みちびきサービスの利活用に積極的な地
方において実施する。

2. 活動内容
① WGメンバー募集

i. 「みちびき」関連製品やサービスを宣伝したい方

ii. 「みちびき」関連製品を無償で貸出・操作支援して頂ける方

iii. 「みちびき」関連ビジネスの成功体験のある方

iv. 地方産業や学にネットワークをお持ちの方

v. 「みちびき」サービスの事業化を計画中の地方の方及び団体

vi. 「みちびき」サービスに関連した技術を教育・学習したい地方の方及び団体

vii. その他本活動に協力いただける方
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2. 活動内容（続き）

② サービスメニューの検討・整備（以下は現段階の候補）

i. 衛星測位、「みちびき」サービス入門講座

ii. 新事業成功事例紹介

iii. 「みちびき」対応受信機関連製品展示

iv. 「みちびき」対応受信機お試し受信体験（SLAS、CLAS、MADOCA、災危通報）

v. 小型RTK受信機とCLAS組合せによる「マサカの地上絵描写」、「オラが街歩き」体験等

vi. 関連の政府事業化支援プログラム情報紹介

vii. 事業化・技術相談コーナー

③ アウトリーチ活動の企画・準備・開催

i. 連携・共催団体の選定、他アウトリーチ活動相乗り可能性検討

ii. 開催時期、場所、活動経費計画

iii. マンアサイン、開催準備、開催等

2019年度計画 ー アウトリーチ推進WG ー

アウトリーチ推進WG

受信機お試し
受信体験

新事業成功事例紹介

衛星測位・みちびきサービス
入門講座 事業化・技術

相談コーナ
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活動スケジュール ー アウトリーチ推進WG ー

項目
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

QBICイベント

アウトリーチ推進
WG

メンバー募集

サービスメニュー
検討

アウトリーチ活動
企画・準備・開催

第8回QBIC総会
8/26
▽

#20企画運営委員会
7/25
▽

アウトリーチ推進WG

第１回会議（K/O）
9月▽

第3回会議
11月▽

#19企画運営委員会
5/14
▽ #21企画運営委員会

11月▽
企画運営委員会

3月▽

第4回会議
12月▽

第1次検討

第2回会議
10月▽

第1次募集

試行1

☆

企画

準備

以下、随時検討

以下、随時募集

協力企業・団体との調整

ICCデモに
よる事前試行▽

正式版アウト
リーチ活動#1

▽試行2

☆

☆は、国交省G空間EXPOへの乗り入れを想定

第5回会議
1月▽

第6回会議
3月▽
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QBIC第2期活動

2019年8月26日

社会実装推進WG リーダ 松岡 繁

サブリーダ 竹下順明

事務局 村松丈志
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社会実装推進WG
2019年度活動計画

社会実装推進WG



第1期活動総括（2018年度を含む） ー社会実装推進WG ー

11
社会実装推進WG

情
報

衛星測位システム利用に関する最新情報を、WGメンバーに適宜発信/共有し、
衛星測位システム利用拡大の機運醸成を図る

2018.7.26    最近の受信機動向について 受信機総覧2018の紹介 SPAC

2018.9.25    CLAS実証実験成果報告（１） 日大 佐田教授
2019.3.20    CLAS実証実験成果報告（2） 日大 佐田教授
2019.3.20    CLAS補強情報を用いたAQLOCの長時間連続リアルタイム評価の紹介 SPAC

2018.9.25    PPP-SBAS実験報告 SPAC

2018.9.25    “ねぶた”祭りで適用したナビ端末実証実験報告 Forte殿
2018.9.25    衛星を使った牛の位置情報取得の実証事業 MSK殿

2018.9.25    欧州における受信機規格動向とシュミレータSPIRENT紹介 アムテックス殿

受信機動向

測定データ公開

サービス事例

海外情報



第1期活動総括（2018年度を含む） ー社会実装推進WG ー

12
社会実装推進WG

機
会

高精度衛星測位（補完信号を含むL1S,CLAS等）に係わるビジネス・マッチング
の機会提供（橋渡し）を行うことにより、衛星測位事業の参入企業拡大を図る
※ニーズ、シーズ企業・団体が保有する技術/サービス等の紹介⇒4回/年
受信機を使った測定実験かあるいは展示と合わせた説明会（企業の技
術・製品紹介等）を開催し、関連技術機器等を実体験する機会を設ける
⇒講習会・公開実験及び名刺交換等の実施

WG講演・説明した製品の展示（WG開始前後に展示説明時間を設ける）
2018.7.26    Forte殿 ナビ端末

ソフトバンク殿 IoT端末
古野電気殿 災・危メッセージ搭載端末

マルチGNSS基準周波数発生器
2018.8.27    SPIRENT殿 GSS7000+GSS7725 シュミレータ
2019.3.20    イネーブラー殿 スペクトラコム社シュミレータ（スプーフィングetc)

講習会・公開実験（受信機のデモンストレーションを測位航法学会と共催2019.11.1）
受信機の説明会を海洋大講堂で行い、その後に明治丸前広場で受信動作デモを実施

受信機企業 コア/小泉測機製作所/ニコン・トリンブル/マゼランシステムズジャパン
三菱電機/u-blox/JRC/ソフトバンク 9社参加

WG講演
2019.3.20    GNSSソリューション・市場動向とSTマイクロの取組 STマイクロ殿
2019.3.20    Septentrio製品開発動向の紹介 Septentrio Japan殿



関連団体との情報共有化

第1期活動総括（2018年度を含む） ー社会実装推進WG ー

13
社会実装推進WG

場

＜2018年度の主な活動＞

関連団体との情報共有化推進 ex.ITS Japan,JGPSC,QSS
東京オリパラに向けた3バリアフリーの実現に向けた活動推進
 ココロのバリアフリー：車椅子での移動をベースに実証活動
 言語のバリアフリー：NICTとの連携
 フードバリアフリー：グローバルコミュニケーション開発推進協議会との連携等

従来テーマのブラシアップと新たな公開テーマの発掘・実証の推進
 舞鶴高専（高専機構＆地域連動）を中心にした防災・減災システム構築
 ロボットカーコンテスト支援（2019年福島県Test Fieldで開催）＆測位教育視野の拡大

◆適宜実施 ITS Japan/ JGPSC/PNTJ/QSS/M2Mコンソーシアム
グローバルコミュニケーション開発推進協議会

東京オリパラに向けた３バリアフリーの実現に向けた活動推進

◆活動は低迷

従来テーマのブラシアップと新たな公開テーマの発掘・実証の推進

◆推進中:舞鶴高専（高専機構＆地域連動）を中心にした防災・減災システム構築
◆実施済2018.11.11:ロボットカーコンテスト支援 19チームが参加
◆新テーマ:着水時に救命胴衣から位置発信する救助システム構築



社会実装推進WG 14

QBIC第2期活動方針 ー 社会実装推進WG ー
実
装

情
報

機
会

１．活動目的＆方針（2019年度）

衛星測位システム利用に係わる情報の発信と機会を共有し
利用実証から社会実装構築を進めることを目的とする

情
報

衛星測位システム利用に関連する最新情報をWGメンバーに適宜発信/共
有し衛星測位利用ビジネスの機運醸成を図る
特に関連団体との情報共有化を推進
・ITS Japan,JGPSC,QSS,IPNTJ, M2Mコンソーシアム,ニューメディア開発協会

・グローバルコミュニケーション開発推進協議会

機
会

高精度衛星測位（補完信号含むL1S,CLAS等）ビジネス事例紹介
・起業ビジネス事例の紹介
・関連企業・団体が保有するニーズ・シーズの紹介
・受信機講習会・セミナーの開催

実
装

従来テーマのブラシアップと新たな公開テーマの発掘と推進
・舞鶴高専（高専機構＆地域活動）を中心にした防災・減災システム構築
・検討中：シームレス測位（札幌池内ビル）の実証
・検討中：着水時に救命胴衣から位置発信する救助システム構築
・新テーマの発掘:海洋分野
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QBIC第2期活動計画 ー 社会実装推進WG ー

２．年度スケジュール（2019年度）

社会実装推進WG

項目
第4四半期第１四半期 第２四半期 第３四半期

4 ５ 6 ７ ８ ９ 10 11 12 1 2 3

イベント
QBIC総会 ロボットカーコンテスト

8/26 11/3

WG開催（４回開催）

情報発信（主にRx)
受信機デモ

IPNTJと共催

機会提供 受信機講習会

社会実装推進
テーマ牽引企業の発掘

舞鶴高専防災WG

シームレス測位実証
（札幌池内ビル）

救助システム

新テーマ発掘

検討

体制構築 キックオフ 実証

検討

ニューメデア開発協会と連携（案）

協賛企業の充実化
（ソニー、小峰無線）
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社会実装推進WG

第一回社会実装推進WG

【日時】 9月 24日（火）14:30～17:00

【場所】機械振興会館 会議室
〒105-0011東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館6階

－ 議 事 －

1.開会・連絡事項 QBIC事務局 14:30～14:40(10)

2.講演
(1)ソフトバンク㎝級測位サービスのご案内 14:40～15:20(40)

ソフトバンク 永瀬 淳
(2)IoT化に向けたChronosphere-L6Sクラウド開発環境 15:20～16:00(40)

コア 牧 弘尚

(3)準天頂衛星CLAS/RTK変換情報配信システムの紹介 16:00～16:40(40)                                     

SPAC 三神 泉

3.WG進捗状況 16:40～16:55(15)

4.事務連絡等 QBIC事務局 16:55～17:00(5)
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第二回社会実装推進WG

10月18日午後（一社）測位航法学会と共催で実施する方向で企画中。
１．日時 10月18日
２．場所 東京海洋大学 明治丸広場
３．スケジュール案
３－１ 受信機メーカのプレゼン(講堂) 13時30分～14時50分
３－２ デモンストレーション 15時～16時30分
＊参加企業募集開始 9月1日～

社会実装推進WG 写真提供：科学技術ライター喜多様



QBIC第2期活動
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海外展開WG
2019年度活動計画

海外展開WG

2019年8月26日

海外展開WG リーダ 礒 尚樹

サブリーダ 桜井 也寸史

事務局 渡辺 努



第1期活動総括（2018年度を含む） ー 海外展開WG ー

19

１．活動内容と得られた成果

①海外展開に関わる提言---WG内議論を提言書その１､その２に反映。

⚫海外展開に関する情報共有：

日欧GNSS官民ラウンドテーブル、ICG等に民間が参加・情報共有の場を提供

⚫社会実証の推進

農機自動運転(豪:2014)、災危メッセージ(泰:2014)、自動車向け(泰:2015)等

②アジア太平洋地域での連携---MGA（マルチGNSSアジア）の枠組みを活用

MGA事務局を支援しながら産業界の参加しやすいカンファレンスへステアリング。

現地機関・企業とのB2Bマッチングや対話の場として活用。

③欧州との連携---GSA(European GNSS Agency)との連携し推進

日欧GNSS官民ラウンドテーブル初回（2016＠ハーグ）にWGメンバーが参加。

第4回（2019@東京）ではインターオペラビリティなど連携の成果報告あり。

海外展開WG
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１．活動内容と得られた成果（続き）

④アジア太平洋地域で利用可能な高精度測位サービスなど利用環境検討

MADOCA、2周波SBASなど期待されるQZSSサービスの情報提供及び
意見交換

２．反省点

QZSSサービスが国内に限定されたところからのスタートで活動が停滞した。

⚫ サブワーキング活動、“海外における事業モデル検討”

⚫ 提言書＊（2013.12） のフォロー など

*サービスの一様性（国内外）、アプリケーションの GNSS 間互換性、海
外展開に係るサービスの情報提供などを要望

2023年から始まる7機体制でのQZSSサービスでは広域サービス（海外サービ
ス）が予定され、今後詳細検討となることから上記は第２期活動の柱とする。

海外展開WG



⚫ 内閣府と欧州委員会は準天頂衛星システムとGalileoの相互運用性強化に関し

て、官民での具体的な協力を促進するため、2016年6月第一回の「日欧GNSS 

官民ラウンドテーブル」を開催した。第二回が開催された2017年3月には衛星測

位を活用した重点産業分野の特定と新事業・サービスの創出に向けた日欧間の

政策協力の強化のための協力取極を締結した。

⚫ 本年の第四回では欧州から政府機関（EC、GSA）はじめ、Continentalなど

自動車関連企業、Fraunhoferなど研究機関、また、今回はスタートアップ企業

なども参加している。また、相互運用性に係る、これまでの日欧連携のセッションが

設けられ、緊急警戒警報サービス（災危通報メッセージ）や２周波SBASにおけ

るこれまでの成果や今後の計画などが報告された。

⚫ 測位補強情報や測位信号を利用した

ショートメッセージにおける日欧連携の成果

はGNSSの相互運用性を議論する国連の

委員会ICG*に取り上げられ、GPS/

GLONASS/BeiDouなど他のGNSSを

巻き込む議論となりつつある。

*International Committee of GNSS

【参考】 日欧GNSS官民ラウンドテーブル

第４回ラウンドテーブル内閣府 滝澤室長
海外展開WG 21



2018年度海外展開WG会合トピックス
WG会合 トピックス プレゼンター（敬称略）

第一回
（4/26）

ミュンヘンサミット2018参加報告 SPAC 桜井

QBIC検討委員会進捗状況 事務局

「アジア・オセアニア展開を中心とする、QZSを強みとした国際展開を図
る上で」“Next”みちびきに欲しいサービスについて

（小グループディスカッション）
進行：礒WGリーダ

第二回
（6/14）

Chinese Satellite Navigation Conf.２０１８参加報告 SPAC 三神

「アジア・オセアニア展開を中心とする、QZSを強みとした国際展開を図
る上で」“Next”みちびきに欲しいサービスについて

（小グループディスカッション）
進行：礒WGリーダ

QBIC検討委員会進捗状況 事務局

第三回
（7/26）

マルチGNSSアジア（MGA）活動について 東京大学 柴崎教授

ICG(GNSSにかかわる国際委員会)活動報告 SPAC 三神

海外展開WG・2018年度計画について 礒WGリーダ

第四回
（10/4）

準天頂衛星利用測位システムの高精度化と海外展開 JAXA 河野

MADOCA/GPAS海外サービス展開について GPAS 五百竹

欧州GNSSの動向について 日欧産業協力センター 斉藤

第五回
（12/6）

MGAカンファレンス2018＠メルボルン参加報告 SPAC 三神

ICG-13＠シーアン参加報告 SPAC 桜井

第六回
（2/7）

２周波SBAS最新動向 ENRI 坂井

European Space Week 2018参加報告 国際航業 津野

QBIC第2期活動計画検討状況 事務局 22海外展開WG
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1.活動目的

QZSSの強みを活かした事業の国際展開を可能とすること

（１） 事業の国際展開を実施したい会員への支援

• QZSS含むGNSSを活用した高精度測位技術・応用事例の共有

• 現地企業・機関との連携のための場や情報提供など啓蒙・普及活動

• 実証事業含むサービス検討や実現に向けた支援

（２） QZSSへの要望事項にかかる意見交換や提言

• 国際展開する上で課題となる事項にかかる解決に向けた意見交換

• QZSSの運用にかかる事項は、要望提言や意見交換の場を提供

2.活動方針と内容

2.1 方針

QZSSの強みを活かした事業展開に向け、関係機関と連携した最新情報
の共有や意見交換を通じ、官民連携で課題解決

海外展開WG
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2.2 活動の展開方法

① 2023年度から始まる“QZSS広域サービス”をテーマに国や有識者からの情報

をもとに意見交換を行い、QBIC会員の理解を深めるとともに、QZSSのユニー

クな高精度測位補強サービスなどによる事業創出などの機運醸成を図る。

② ICG、GSA、日欧GNSS-RTなどを通じ、欧州・中国はじめ海外のGNSS施

策・利用の動向や、インターオペラビリティの可能性について調査・検討し、また、

情報・意見交換を通じて効果的なQZSS海外サービス利用を促す。

③ アジア太平洋地域におけるQZSS利用推進に関わる施策＊の進捗状況につい

て情報共有を図る。 ＊G空間行動プラン“実用準天頂衛星システムの海外展開と国際協力推進等”

④ アジア太平洋地域における社会課題・ニーズなどを議論し、QZSS利用プロジェ

クト検討サブワーキング立ち上げ、実証実験公募への提案を促進する。

⑤ MGAなどの枠組みを活用して国内成功事例をアジア太平洋地域の国々に紹

介し、現地ニーズとのマッチングを促進する。

海外展開WG

QBIC第2期後半
くらいから
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FY2019
令和１

FY2020
令和2

FY2021
令和3

FY2022
令和4

FY2023
令和5

FY2024
令和6

準天頂衛星システム
の開発・整備・運用
（Ｈ31.4.23内閣府資料）

４機体制の運用

７機体制の
運用

⚫ 広域サービスの展開
・サブメータ (QZS-2, 3, 4-L5S) ・センチメータ (QZS-2, 3, 4, 1R, 5, 6, 7-L6E)
・災危通報 (QZS-2,3,4,1R –L1S)

⚫ 航法メッセージの認証機能 (L1C/A, L1C/B, L5)

７機体制に向けた追加３機の開発整備仕様
検討

⚫ ユーザ測位精度の向上

QBIC第２期活動 －海外展開WG－

アジア太平洋地域におけるＱＺＳＳ普及啓蒙・実証実験の推進・利用環境検討ＱＢＩＣ第２期
海外展開ＷＧ

⚫ QZSS利用プロジェクト立ち上げ
⚫ 海外における実証実験推進

⚫ QZSSユニークな高精度測位補強サービスなどについての海外利用検討、利用機運醸成
⚫ GNSS利用動向、地域課題、利用環境などの情報共有、事業展開に関わる国への提言

配信地域、方式など未定

7機体制におけ
る性能向上・新
サービス

QZS-5 QZS-6,7QZS-1R

電子基準点網及び準天頂衛星
システムを活用した高精度測
位サービスの海外展開（G空間
行動プラン：工程表１２）

・日本の援助や支援によりASEAN地域で設置あるいは運用される電子基準点数：260
・衛星測位サービス及び補強サービスの利用可能な国：2

アウトリーチ
推進、社会
実装推進、
標準化WG
との連携



① 2023年度から始まる“QZSS広域サービス”をテーマに国や有識者からの情報

をもとに意見交換を行い、QBIC会員の理解を深めるとともに、QZSSのユニー

クな高精度測位補強サービスなどによる事業創出などの機運醸成を図る。

→ 海外サービス（サービス内容・サービス地域）を毎回取り上げ議論

・ 第１回は内閣府様のプレゼンを皮切りに議論を展開。

・ 第２回以降は、MADOCA、CLAS、2周波SBASなどのQZSS海外サー

ビスにかかるトピックを取り上げ、課題・要望事項の整理を実施。

② ICG、GSA、日欧GNSS-RTなどを通じ、欧州・中国はじめ海外のGNSS施

策・利用の動向や、インターオペラビリティの可能性について調査・検討し、また、

情報・意見交換を通じて効果的なQZSS海外サービス利用を促す。

③ アジア太平洋地域におけるQZSS利用推進に関わる施策＊の進捗状況につい

て情報共有を図る。 ＊G空間行動プラン“実用準天頂衛星システムの海外展開と国際協力推進等”

2019年度計画 ー 海外展開WG ー

26海外展開WG



2019年度 活動スケジュール ー 海外展開WG ー

海外展開WG

項目
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

関連イベント

QBIC

企画運営委員会

海外展開WG

全体会合

SWG活動

第7回QBIC総会
8/26
▽

ミュンヘンGNSSサミット
3/16-18

▽

ICG＠インド
12/8-13

▽
MGAカンファレンス@バンコック

8/27-29
▽

27

★QZSS４機体制：2018年11月よりサービス開始

QZSS7機体制整備（追加3衛星）

5/14
▽

7/25
▽

4/23
▽

6/20
▽

8/1
▽

10/3
▽

12/19
▽

2/6
▽

ION GNSS+
@マイアミ、9/16-20

▽

GPS/GNSSシンポ
10/30-11/1

▽

測位航法学会
5/15-17

▽

CSNC@北京
5/22-25
▽

GNSSサマースクール
7/29-8/3

▽

日欧GNSS
ラウンドテーブル
（TBD)

▽

CSNC: China Satellite Navigation Conf.
ION: International Organization of Navigation
ICG: GNSSに関わる国際委員会

European Space Week

@XXX
▽

SPACシンポジウム

11/29

▽11/7
▽

3/26
▽

SATEX         

9/11-13

▽

IS-GNSS@韓国

10/30-11/2

▽
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標準化WG
2019年度活動計画

標準化WG

2019年8月26日

標準化WG リーダ 林 正明

サブリーダ 浅里 幸起

事務局 濱田 英幸



第1期活動総括（2018年度を含む） ー 標準化WG ー

標準化WG 29

WGの活動目的
・QZSSを利用したアプリケーションの作成を促進するためのPlatformとし

ての標準化の推進

・標準化議論を通じたGNSSアプリケーションに関する課題の抽出及び課題

の認識

・QBIC規格として制定した規格のISO国際標準化を推進することによる

QBIC及びQZSSの国際的プレゼンスの向上

・既存のGNSS関連規格のQZSSの確実な盛り込み

これまでの主な活動実績
①QBIC規格として端末コードを制定。現在ISO規格化にむけた活動中

②MNEA規格へのQZSS衛星コード正式制定の働きかけ、制定

③位置交換フォーマット制定のディスカッション（継続中）、関連規格の

勉強会の開催

⇒WGのメンバーの方々の献身的なご参加、サポートに支えていただきました。
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基本活動目標
・GNSS及びその他の位置情報を利用したアプリケーションを構築しやすい

Platformを標準化規格の制定を通して支援していくこと

・すべて企業及び個人の方々が安心して快適に位置情報をやり取りし

様々なサービスを使っていただけるための環境を、規格またはルールを

制定することで実現を図っていくこと。

・制定した規格の幅広い認知及びISO化のための積極的な活動を展開するこ

とで、QBICの世界的なPositioningの確立による更なる活性化を図る。

－制定された規格のISO化への積極的な活動

－検討中の規格の確実な制定

－会員の皆様からの積極的なヒアリング、ディスカションによる現状課題

の抽出及び標準化の推進

－GNSS関連、講演会、勉強会等の開催による多くの方々の参加促進



2019年度計画 ー 標準化WG ー
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（１）位置情報交換フォーマットの標準化、普及

・バス自動運転をベースとした位置情報交換フォーマット規格制定。

⇒ 2017年、2018年度のディスカションのまとめ、規格化

・交換フォーマットの普及に向けた検討。

（２）端末コードのISO化への積極的な活動

・SJAC「衛星測位システム国際標準化委員会」を通じたISO化推進

（３）新たな標準化の必要性の議論

・会員からの標準化要望の幅広い募集

・屋内測位、位置誤差、座標系等の標準化必要性の検討

項目
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

標準化WG

第１回会議
5/16
▽

第２回会議
7/25
▽

第3回会議
9/26
▽

第4回会議
11/21

▽

第5回会議
1/23
▽

第6回会議
3/5
▽

QBIC総会
8/26
▽


