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話題

令和２年度補正予算及び3年度本予算で認可され、新規に追
加する事業と、最新のQZSS事業の話題から、海外展開に関
係する事項を紹介する

1. 高精度測位補強サービス
2. 災害・危機管理通報サービスの機能拡張
3. その他、最新情報



宇宙開発戦略推進事務局１．高精度測位補強サービス

 現在、センチメータ級補強サービスは国内向けのみに提供されており、海外向けには、実証実験信号として
JAXAが開発した方式によって生成した補強情報を配信している。

 令和元年から、アジア・オセアニアの6カ国での性能評価を実施、実用サービスとしての性能仕様策定の目途を
得たので、実用サービス開始に必要なシステム整備を行う。

 初期収束委時間短縮のための広域電離層補正生成・配信機能を追加整備する。
 実用システム整備にあたっては、民間事業活用により、必要なシステム整備範囲を限定、整備コスト低減を図る。

基準局網

Correction 
Data Server

• 国際GNSS事業の基準局網データに加えて、
国内研究機関大学のGNSS観測網を共用す

る統合データ共有システムを整備し冗長性
を確保

• 現地基準局網データを用いた広域高精度
補強データ及び広域電離層補正データ生
成機能の開発

• 民間事業を活用、衛星経由の配信に必要
機能の追加整備を実施

将来構想

国際GNSS
事業観測網

GNSS統合
データ共有

海外機関
観測網

• 広域高精度測位補強機能を実用サービス
化、アジア・オセアニア全域に配信

• 広域電離層補正データによる初期収束時
間短縮を実現
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QZS-5-7 L6D
チャンネルで広
域電離層補正
データを配信

広域電離層補正等により初期収束時間短縮を実現

QZS-１-7 L6Eチャン

ネルで広域高精度
補強データを配信

日本国内の機
関（JAXA,NICT
等）が持つネット
ワークを統合

広域高精度測位補正システム

• GPS、QZSS、Galileo、Glonassの
広域高精度補強データ生成

• 広域電離層補正データ生成
• 衛星配信フォーマット変換
 C-SSRフォーマット
 GPS,Galileo信号認証の追加

Correction 
Data Server



宇宙開発戦略推進事務局１．高精度測位補強サービス

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和6年度以降
（2024年度～）

GNSS統合データ
共有

データ生成など
（GPS、QZSS、

Galileo、Glonass
の広域高精度補
強データ生成、
広域電離層補正
データ生成、衛
星配信フォー
マット変換など）

運用

開発できたデータから随時、試行運用に適用*

開発

開発

試行運用 本運用

調整

＊：L6Eチャンネル配信データは2022年度以降早期に施行運用開始、QZS-5～7号機のL6Dチャンネル配信データ
は5号機打ち上げ、IOT完了後以降に3年程度の実証フェーズを経て実用化を目指す想定）
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• 準天頂衛星（4機）システムより実験用信

号としてアジア・オセアニア地域で利用
可能な広域補強信号を配信（L6E信号）

• 補強情報生成に必要な監視局網の冗長
化、衛星配信機能の拡充を実施（R3要
求）

現在（～2023） Phase 1（2024～2027） Phase 2（20208～）

• 準天頂衛星（7機）システムより実用サービス

としてアジア・オセアニア地域で利用可能な
広域補強信号を配信（L6E信号）

• アジア地域3カ国程度で広域電離層補正情
報の生成と準天頂衛星5-7号機からの配信
実証を実施

• 実証実験実施国以外の国・地域への呼びか
けとパートナーシップ協定締結

• 準天頂衛星（7機）システムより実用サー

ビスとしてアジア・オセアニア地域で利用
可能な広域補強信号を配信（L6E信号）

• パートナーシップ協定締結国・地域向け
に実用サービスとして広域電離層補正
情報を配信

広域高精度補強サービス実用化
広域電離層補正の実証運用

実験運用
＋実用システムに必要な機能拡張

実運用

タイ電子基準点網

オーストラリア
電子基準点網

インドネシア電子基準点網

タイ、豪州、インドネシアとは
QZSSに関する協力の覚書があり、
具体的な協力案件を協議中

実証実験成果を踏まえてその
他の国々とも協定を締結

１．高精度測位補強サービス



宇宙開発戦略推進事務局２．災害・危機管理通報サービスの機能拡張

〇 準天頂衛星は、防災機関が提供する災害情報を配信するサービスとして、「災害危機管理通報（災危
通報）」を提供。2018年11月のサービス開始以降、気象庁が作成した災害関連情報（津波警報、地震
速報、洪水警報、火山噴火情報など）をみちびきの測位信号の隙間を利用して国内に配信中。

〇 Jアラート情報（ミサイル発射情報）及びLアラート情報（避難勧告）の配信に高いニーズがあるところ、
J・Lアラートの災危通報による配信に必要なインターフェースの改修、信号生成機能の拡張等を実施
する。

〇 また、豪・東南アジア諸国の災害情報について、災危通報による配信ニーズが高いところ、必要なイン
ターフェースの改修や配信エリア切替設定等を実施し、海外展開を行う。

管制局

準天頂衛星システム

【内閣府】

気象庁

J・Lアラート

信号生成の拡張

津波警報発生

携帯端末カーナビ

配信先

J・Lアラート情報の提供

災害情報

接続

豪・東南ア
ジア諸国

豪・東南アジア諸国
への提供
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L1Sメッセージ生成概念図

図2:例:4つの市で発令されている
避難勧告を1メッセージで配信

図1: 衛星４機の配置

静止衛星
準天頂軌道衛星

北緯20度

整備期間：FY2020-FY2023（約3年）
概要：Jアラート（国民保護情報）、Lアラート（避難勧告）、海外機関からのメッセージ配信が可能なように

拡張設備を整備する。
特徴：
①衛星位置に応じた振分機能（図1）
例）日本 ： 静止衛星＋北緯20度以上1機

海外機関 ： 北緯20度以下2機

②EWSメッセージによるデータ圧縮（図2）
・警報地域を市町村単位とし、代表点を楕円で包括するように設定しメッセージ数を圧縮

①災害・危機管理通報サービスの拡張設備の整備

２．災害・危機管理通報サービスの機能拡張
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②災害・危機管理通報サービスの海外展開に関する実証・調査事業

LPWAを用いた実証環境

数km～50kmまで伝送可能様々な製
品がある

災害発生箇所、警戒箇所を指
定してEWSメッセージ作成
災害発生箇所、警戒箇所を指
定してEWSメッセージ作成

EWSメッセージ作成ソフトウェア概要

実証・調査期間：FY2020-FY2024（約4年）
概要：海外機関が使用する災危メッセージ作成ソフトウェアと海外機関の状況に適した実証用受信機を製作。

海外にて実証を行い、各国で最適な装置構成を明確化し海外展開に活用する。
特徴：
①地上網（LPWA）の活用
日本よりも繰り返し配信数が少ないため常設型受信機で確実に受信し、再配信する特定小電力無線技術を
活用したLPWA (Low Power Wide Area)によるメッセージ中継実証を実施
②維持費の縮減
維持費縮減、僻地への導入を容易にするため太陽光発電を活用した自己完結型のものを構築し実証を実施
③実証環境
オーストラリア、タイ、フィジーにて実証予定。その他６カ国でデモを実施予定。

２．災害・危機管理通報サービスの機能拡張
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事業スケジュールと海外機関向けの段階的な運用移行計画
年度の 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025～

現在の運用

災害・危機管理通報
サービスの拡張設備
の整備

災害・危機管理通報
サービスの海外展開
に関する実証・調査事
業

災害・危機管理通報サービス（気象庁が発する気象警報の配信）

製造・試験

②海外機関向け
半自動化配信対応

③海外機関向け
自動配信対応

11月1日
運用開始

①トライアル（マニュアル）★
豪州
(EU実
施)

★
比

★
豪州 ★

泰

予算要求 Ｊ・Ｌアラート配信

海外機関向けの段階的な運用移行計画

①フェーズ1: トライアル（マニュアル）

電子メールによるメッセージの受付、配信（配信まで2週間の準備期間が必要）

②フェーズ２: トライアル（自動化、準リアルタイム）

ftpによるメッセージの受付、配信（受付後一定時間以内の配信条件を設定（例：2分以内））

③フェーズ３: 運用（自動化、リアルタイム）

専用回線によるメッセージの受付、配信（リアルタイム）

フェーズ１ フェーズ２

調査・プ
ロトモデ
ル製作

プロトモデ
ル改修

半自動
化での実

証

２．災害・危機管理通報サービスの機能拡張

実証

課題：複数国、複数災害同時発生時の配信優先度設定とコンセンサス醸成が必要



宇宙開発戦略推進事務局３．その他、最新状況

 信号認証（メッセージ認証）
 ユーザ要求ヒアリング、脅威分析を実施、システム要求分析を実施中

（2021年6月末まで）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

全体
       ★システム要求仕様書（2021年6月末）

システム要求分析

システム設計

システム製造

フィールドテスト

利用拡大

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

機器手配 製造

 IS-QZSS-PNTの更新：IS-QZSS-PNT-004（Jan. 25, 2021）
主な改定内容
 L1 C/B
 QZS5-7号機のPRNコード

（日本語版）https://qzss.go.jp/technical/download/ps-is-qzss.html
（英語版） https://qzss.go.jp/en/technical/ps-is-qzss/ps-is-qzss.html

https://qzss.go.jp/technical/download/ps-is-qzss.html
https://qzss.go.jp/en/technical/ps-is-qzss/ps-is-qzss.html


宇宙開発戦略推進事務局３．その他、最新状況

 信号認証（メッセージ認証）

内閣府

対応受信機

電子署名

測位信号

測位信号
電子署名

準天頂衛星

測位信号
電子署名

信号認証
システム

地上システム スプーフィング信号

信号認証システムのイメージ

自動車・物流

農業

インフラ
（金融・エネルギーなど

での時刻同期）

公開鍵

LBS・
コンシューマ向け

サービス

測量・地理情報

ドローン

など屋内外シームレス

GPS衛星
Galileo衛星

測位信号

本物の信号を利用して
計算された時刻と位置

受信機がこの信号を使用する
と時刻、位置の計算を誤る

秘密鍵

ペア

＜想定される製品＞
中価格帯以上の受信機が信号認証に対応すると
想定される
制御・安全支援（自動運転、農機、建機、ドロー
ン等）、移動記録（デジタルタコグラフ、カーナ
ビ、航海情報記録装置 等）、タイムサーバ など

サービス提供を受けるには対応受信機が必要

GPS、Galileoの電子署名は
準天頂衛星のL6E信号で配信

• 受信機に、秘密鍵とペアの公開鍵を予め保存
• 受信機は、公開鍵とペアの秘密鍵による電子署
名入り測位信号を受信

• 受信機は、本物の信号かスプーフィング信号か
を確認(*)
－ 本物の信号では 電子署名の検証成功
－ スプーフィング信号では 電子署名の検証失敗

• 本物と確認された信号で“時刻”、“位置”を計算
補足）
・認証完了までに約5分かかります（現時点の設計想定値）
・航法メッセージの改竄、なりすましを防ぐことができます。

ジャミング、疑似距離スプーフィングは受信機側での対応
が必要となります。

・航法メッセージで署名対象としているエフェメリス等は
有効期間が1時間であり、その間は更新されない。
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