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2019年度QBIC活動報告

2020年7月

QBIC企画運営委員長 三神 泉

QBIC第2期活動



2

(1)第8回QBIC総会

• 8月26日に開催され、2019年度以降の第2期活動計画・規約改訂、
2019年度活動計画等が承認されました（参加者約120名）。

• 本総会の後にSPACフォーラム2019を開催し、合同でG空間関連製品の

ミニ展示・プレゼン、懇親会(参加130名以上）を実施しました。

(2)準天頂衛星システム利活用促進タスクフォース

• 昨年度に引き続き、山下会長がメンバーとして参加している内閣府宇宙

政策担当大臣主催の同タスクフォースが開催され、「みちびき」利用に関す
る概算要求や利活用取組状況の報告などがなされました。

(3)QBIC会員へのアンケートの実施

• 「みちびき」利用状況や意見の収集のため、QBICアンケート#2を実施しま
した。アンケート結果は、一般公開と関係省庁への提供に加え、2020年

度活動計画の策定等に活用しました。

(4)会員数等（300団体に突入）

2019年度QBIC活動の主なトピックス

準天頂衛星システム
利活用促進タスクフォース

併設した展示会

第8回QBIC総会

懇親会

１．共通

下村
経団連委員長

QBICアンケート#2の結果例（回答152件）
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2019年度QBIC活動の主なトピックス
２．WG活動

WG 主な活動内容

アウトリーチ
推進

•CLARCSを用いたみちびきcm級測位デモを、G空間情
報フォーラムin松山、およびG空間Expo展示会、大分
産業創造機構セミナーで実施
•みちびき基礎講座(試行）を上記の機会とG空間情報
フォーラムin岐阜で実施。本番は大分県開催が決定し
ていたが、Covid-19で延期。

社会実装
推進

•内閣府・QSS・利用者等とのコンタクトで得た、みちびき
関連の情報をWG内で共有・発信を推進
•今後の注力テーマ等を探るためWG内アンケートを実施
し、その結果を2020年度計画に反映

海外展開

•カンファレンス等を通じて得られたGNSS動向やアジア太
平洋地域における利用状況について情報共有を実施
• 「みちびき」海外サービスに係る意見・要望等を収集し、
国との意見交換を行った。

標準化

•位置情報交換フォーマット規格の制定と、端末コードの
ISO化活動を推進

※端末コードは、ISOで日本主導で作成したドラフト版を
国際投票。(2020年6月ISO/WD24245として承認)
•相対位置の標準化活動において、相対位置の定義、
標準化の範囲等の議論を開始

位置情報交換フォーマット規格

地理情報フォーラム松山

ISO活動（TC20）

11th MGAカンファレンス

CSNC2019ICG-14

大分産業創造機構主催セミナー

受信機展示・デモ
受信機動向紹介
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参考：2019年度の主なイベント

日程 イベント 内容

2019年5月14日 第19回 企画運営委員会 第2期活動計画(案)の検討

7月25日 第20回 企画運営委員会 第2期及び2019年度活動計画(案)の検討

8月26日 第8回 QBIC総会 第2期及び2019年度活動計画(案)の決議

12月16日 第21回 企画運営委員会 活動中間報告

2019年12月11日
~2020年2月28日

QBICアンケート＃２
「みちびき/GNSSの利活用に係る調査」
アンケート＃２

4月22日 第22回 企画運営委員会 アンケート#2報告、2020年度計画（案）

7月2日 第23回 企画運営委員会 2020年度活動計画（案）等

※知恵袋会（QBICアンケートの分析、計画レビュー等）を適宜開催。
※青字は2020年度
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2020年度QBIC活動計画（案）

2020年7月

QBIC企画運営委員長 三神 泉

審議事項
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2020年度QBIC活動の方針（案）

1. ３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を避けるため、 ICT技術
（電子会議室、ウェブィナー、メール等）を駆使した活動を展開し、最大の
効率化を追求する。

2. 現状の4つのWG活動を上記手段にて継続し、今年度末における中間見
直しに向け、アンケート#2の課題の共有と要すれば活動テーマ化を行い、そ
の過程で生じた改善策を前倒しで反映していく。

3. 講座、プレゼン等も、ビデオコンテンツやリアルタイム配信をベースとして、でき
る限り昨年度の実績回数を上回る工夫を行う。

4. アンケート#2で得た、みちびき/GNSSに期待されるサービス等（端末低
価格・小型化、精度・信頼性・安定性・抗たん性等向上、教育・受信機体
験・講演会）については、協議会としての取り組み方を検討し、可能なものは
随時実施する。

【活動方針】

COVID-19に打ち勝つ運営方法の創意工夫により、みちびき/GNSSの社会
実装の加速に向けた、さらなる利用推進・拡大を目指す。
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1.1 中間見直し

2020年度に「みちびき」利活用状況を踏まえて中間評価を行い、要すれば活動内容を修正

1.2 活動満了の可否を判定7機体制整備完了年度（ 2023年度を目途）

7機体制整備完了年度（ 2023年度を目途）に、「みちびき」サービスの社会実装が十分普及し

たと自他共に判断できるか否かを条件として、活動満了の可否を判定

QBIC第2期活動 中間見直しについて
１．QBIC第2期活動方針内の規定（要約）

２．中間見直しのポイント（活動の具体テーマの進捗状況はどうか）

2.1 会員交流とみちびき/GNSS普及の促進（実績とアンケート#2結果を基に主として事務局が評価案作成）

2.2 WG活動の展開（主としてWGが次頁「2.WG活動の展開」に則して自己評価案作成）

2.3 他団体との連携拡大（実績を基に主として事務局が評価案作成）

2.4 みちびき/GNSS実利用の測定・分析（事務局が特定分野深堀のためのアンケート改良案を作成し提案）

2.5 国・関係団体とのコミュニケーションの活性化（実績を基に主として事務局が一次評価）

2.6 新型コロナウイルスがG空間社会構想に与える影響を見極め活動に反映（適宜実施）

3．中間見直しまでのプロセス

各WGによる一次
自己評価案

事務局によるアン
ケート改良案と評
価案

#24企画運営委員
会（11/12予定）
での
中間報告・評価

今年度活動への
反映

次年度活動計
画への反映

#25企画運営委員会
（3/25予定）での
次年度計画一次審議・
中間見直し結果まとめ



3.他団体との連携拡大
⚫ 自発的にみちびき利用を促す働きかけ
⚫ 相互にメリットのある活動の継続
※教育、体験講習のQBICからの提供と他団体内の
教育、講習への乗り入れ

4.GNSS実利用の測定・分析
⚫ GNSS実利用測定の実施・分析（原則年1回）
⚫ 要すれば計画・活動等への反映とアンケート改善
※土木・建設、測量、道路・交通など特定分野に
おける課題の調査・分析の深堀り

（アンケート＃3での工夫追加テーマに）

1.会員交流とGNSS普及の促進
⚫ 総会・WGの場を活用した情報共有と成果アピール
⚫ GNSS普及促進等を目的としたサービスメニュー整

備とテイラーリングサービスによるアウトリーチの実施

5.国・関係団体とのコミュニケーションの活性化
⚫ 関連情報の発信、対話等の実施
※ アンケート#2で得られた情報の共有と課題解決
に向けた議論の実施

2.WG活動の展開
⚫ ビジネス創出（社会実装）活動（※1）

⚫ 各WG&拡大WGによる情報共有・ｺﾐｭﾆｹーション
促進等（※2）

※アンケート#2で得られた課題を会員間で共有し、各
WGで活動テーマに適宜反映して解決策を模索(※3)

アンケート＃2結果のまとめ
【第2期活動具体テーマへの追加事項】
（朱書部）

① みちびきを含む衛星測位の利活用拡大のための主な課題は、受信

機や構成品の低価格化、衛星測位単独での機能性能（測位精

度・安定性・マルチパス耐性・トンネル遮蔽時対策・抗たん性を含む

信頼性）の改善であり、早期解決が必要である。

② 衛星測位を一要素と捉え、屋内外シームレス測位事業を実現する

ためには、総合的な測位技術の獲得とそのサービスインフラの実現

が望まれる。

③ みちびきを含む衛星測位の利便性をより引き出すためには、補強情

報の地上配信、SBAS、携帯電話網RTK配信等多様なサービス

の合わせ技的な利用が重要であり、それらとみちびきのサービスとの

QCD比較による長所・欠点分析を行う必要がある。

④ 海外でも国内と同じユーザ端末が利用できるよう、国内外共通の

測位補強やメッセージのサービスになることを期待する。

⑤ 利用が進んでいない分野へのみちびきの利活用浸透のためには、み

ちびき7機体制を含むGNSSサービスの内容や利用方法に関する

教育、体験講習等が求められている。

⑥ 利用中、利用検討中の件数が多く、かつ更なる技術的理解を必

要としている土木・建設、測量、道路・交通などの分野においては、

みちびきの補強・メッセージサービスの社会実装加速のため、更に

突っ込んだ課題分析が必要である。

アンケート結果を用いてQBIC企画運営員会で議論した結果は以下である。QBICでは、
これらに関し、WG活動を中心に個別テーマを抽出して解決策を模索すると共に、国・関
係団体とのコミュニケーションによる課題の共有と解決策の追求に努める所存である。

（※1）（※2）（※3）は次頁と関連
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2020年度WGの主な活動内容

WG 主な活動内容
具体方針の反映状況（P8)

ビジネス創出へ
のTry(※1)

情報共有・
ｺﾐｭﾆｹーション(※2)

#2アンケート課題
の活動反映(※3)

アウトリーチ
推進

•アウトリーチ活動アイテムのブラッシュアップおよ
びメニューの拡充
•2019年度延期の大分でのアウトリーチ活動
の実施と新規連携団体の掘り起こし

○ ○ ○

社会実装
推進

•関係団体との連携強化によるみちびきを利
用したビジネス事例の情報取得と共有
•従来テーマのブラッシュアップとアウトリーチ推
進WG連携による新テーマの発掘

○ ○ ○

海外展開

• “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
•海外のGNSS施策・インターオペラビリティ動
向、アジア太平洋地域における利用動向等
を調査・検討し情報共有と課題分析

△ ○ ○

標準化

•相対位置情報及びその他標準化すべき項
目の抽出と定義、活用事例の情報共有
•位置情報交換フォーマットのISO化の推進と
採択に向けたフォロー

○ ○ ○

※記号の意味：○（対応）、△（一部対応）、－（対象外）

（※1）（※2）（※3）は前頁と関連



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

中間見直し(全体、WG)

企画運営委員会

知恵袋会

アウトリーチ推進WG

社会実装推進WG

海外展開WG

標準化WG

衛星測位講座

GNSS実利用状況

コミュニケーション深化
(国、関係団体、QBIC内等)

2020年度活動スケジュール（案）

第9回QBIC総会
▽ 7/17~7/28

#23企画運営委員会
▽7/2

▽

中間報告・評価

・今年度成果
・QBIC2.0中間見直し
結果まとめ

・来年度計画等

#25企画運営委員会3/25

※中間見直し検討を含め、適宜追加開催

#22企画運営委員会
▽4/22

10

第2期活動

分析
アンケート
▽配布 回収▽

調査項目見直し
(アンケート改良・評価案)

COVID-19の状況を踏まえ
QBIC懇親会等開催

▽ ▽ ▽

11/12▽一次自己評価、アンケート改良・評価案作成 今年度活動・次年度活動計画反映 ▽

#24企画運営委員会
11/12▽

第10回QBIC総会
▽ 9月以降
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委員等
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１．会長

⚫ 山下 徹 田園調布雙葉学園 理事長

２．諮問委員

⚫ 梶田 直揮 (株)大林組 常務執行役員 技術本部長
⚫ 進藤 健輔 セコム(株) 執行役員
⚫ 宮川 潤一 ソフトバンク (株)代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO

３．アドバイザー

⚫ 柴崎 亮介 東京大学空間情報科学研究センター 教授
⚫ 神武 直彦 慶應義塾大学大学院ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授
⚫ 浪江 宏宗 防衛大学校電気電子工学科 防衛教官
⚫ 野口 伸 北海道大学大学院農学研究院 教授
⚫ 佐田 達典 日本大学理工学部交通システム工学科 教授
⚫ 原田 豊 立正大学法学部 教授
⚫ 小塚 荘一郎 学習院大学法学部 教授

委員等（1/4）



13

４．企画運営委員

⚫ 三神 泉 委員長：（一財）衛星測位利用推進センター 専務理事

⚫ 山本 貴弘 （株）大林組 技術本部 副本部長

⚫ 佐川 清和 （株）コマツ 開発本部 情報化施工推進部 部長

⚫ 木村 恒一 準天頂衛星システムサービス(株) 取締役

⚫ 田内 滋 （株）ゼンリン 事業統括本部 IoT事業本部 IoT事業推進部 部長

⚫ 田口 信幸 （株）デンソー 先進モビリティシステム事業開発部 開発総括課 担当次長

⚫ 秋本 則政 （一財）日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部 主席研究員

⚫ 細井 俊克 日本電気（株） 宇宙システム事業部・部長

⚫ 粟本 繁 日本郵船ｸﾞﾙｰﾌﾟ（株） MTI 物流技術グループ 調査役

⚫ 橘 菊生 （株）パスコ 事業統括本部 副本部長

⚫ 飯星 明 本田技研工業（株） IT本部 ｺﾈｸﾃｯﾄﾞ開発部 ｻｰﾋﾞｽ開発課 技術主事

⚫ 荒牧 照貴 三菱電機（株） 電子システム事業本部 準天頂衛星推進部 部長

⚫ 細井 幹広 アイサンテクノロジー（株） 取締役 SIQ事業部 本部長

⚫ 津野 浩一 国際航業（株） センシング事業部 事業推進部 技術担当部長

⚫ 五百竹 義勝 日立造船（株） 電子制御ビジネスユニット 担当部長

⚫ 山本 洋介 富士通（株） 科学システムソリューション総括部 シニアマネージャー

⚫ 礒 尚樹 ※ （株) NTTデータ 社会基盤ソリューション事業本部 スマートビジネス統括部長

⚫ 林 正明 ※ セイコーエプソン（株） NM事業推進プロジェクト 主事

⚫ 坂下 哲也※ （一財）日本情報経済社会推進協会 常務理事

⚫ 松岡 繁 ※ （一財）衛星測位利用推進センター 利用実証推進部 部長

※ WGリーダは規約によって自動的に企画運営委員となる。

委員等（2/4）
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５．オブザーバー

⚫ 内閣官房
⚫ 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局
⚫ 総務省 宇宙通信政策課
⚫ 法務省 民事第二課
⚫ 文部科学省 宇宙開発利用課
⚫ 農林水産省 農林水産省大臣官房政策課技術政策室
⚫ 経済産業省 宇宙産業室
⚫ 国土交通省 技術政策課
⚫ 国土交通省 国土地理院 企画部企画調整課
⚫ 情報通信研究機構 電磁波計測研究所時空標準研究室
⚫ 情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター企画室
⚫ 宇宙航空研究開発機構
⚫ 農業・食品産業技術総合研究機構
⚫ 産業技術総合研究所 情報技術研究部門
⚫ 電子航法研究所 通信・航法・監視領域
⚫ 新エネルギー・産業技術総合開発機構

委員等（3/4）



６．WG

７．QBIC事務局（全体）
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事務局長 三神 全活動の総括的マネジメント

事務局 渡辺、濱田 企画運営委員会等横通し会議の開催

講座担当 浅里、齋藤 QZSS利用ABC講座準備、開催

区分
アウトリーチ推進
WG

社会実装推進
WG

海外展開WG 標準化WG

リーダ
坂下
（JIPDEC）

松岡 礒
（NTTﾃﾞｰﾀ）

林
（ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ）

サブリーダ 山本（富士通） 斎藤 桜井 浅里

WG事務局 上村 － 渡辺 濱田

委員等（4/4）

※（）内は所属企業・団体であり、（）無しはSPAC所属を示す。


