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1. 「相対位置」の情報仕様に関する討議 
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2019年度 第5回 WG 議事録（1月23日）から (1/2) 

● ロボットアームの開発を担当している。絶対位置よりも相対位置を使う場合  

  が多いので、相対位置をテーマとして提案した。 
 

● 相対位置には、アンカーポイント（局所基準点）からの位置がある。 
 

● 別の相対位置として、自分自身からの位置がある。 
 

● 次の２タイプについては、測位産業の活性化の為には両方とも必要。 

 
[A] ある基準点に対して相対的な位置 [B] ある移動体に対して相対的な位置 

進行方向 

相対位置 相対位置 

基準点 （アンカーポイントになり得る） 

相対位置A 

相対位置B 

※時間推移を考慮 
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2019年度 第5回 WG 議事録（1月23日）から (2/2) 

● 土木建設の現場では、ある範囲の直交座標系の内でアンカーポイントを 
  決めて処理する。相対位置A、BはXYZの座標を持つ。レーザーも利用。 
 

● 電車関係では、絶対位置を利用している。 
 

● まずは、基準値と、単位と、方向である。移動体では、速度も必要である。 
 

● 精度の議論も必要である。 
 

● 向きの議論も並行して検討する。向きとは、相対なのか絶対なのか？ 
 

● 自分自身（≃機体）の動きと、回転フレーム（≃経路）の動きがある。 
 

● 自分の座標系をどう持つかが問題である。 
 

● 屋外と屋内をシームレスに扱える必要がある。 
 

● 宇宙のロボットアームは、スター・トラッカーで見ている。 
 

● 絶対位置を持たず、信号機をアンカーポイントにして位置を決めている。 
 

● クローズな空間の中でいくつも座標系がある。 
 

● 局所基準点が複数存在する場合も、相互にリアルタイムで矛盾なく扱える  

   必要がある。 
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相対位置情報の要件（案） 

新しい要件：茶色，既存仕様の使える要件：黒色 
 

● 端末ID，相手の端末ID 
 

● 時刻（UTC，時分秒, 0.01秒） 
 

● ローカル座標系 

  ① 移動体固定座標系（機首-U, 機首-D） 
  ② 移動空間固定座標系（進行方向-U, 進行方向-D） （e.g. ロボットアームの回転フレーム） 

  ③ アンカーポイント固定座標系（NEU, NED[UAV, 航空]） 
  ④ 平面直角座標系, UTM[防衛省] 
 

● 座標値（直交座標 [X, Y, Z], 円筒座標 [r, θ, h], 極座標 [r, θ, Φ]） 
 

● 移動体サイズ 
 

● 移動体上の測定点位置 
 

● 品質情報（測定方法、σ値） 
 

● 方向・速度 

[NOTE] 

N: Northing 

E: Eating 

U: Upward 

D: Downward 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle 

UTM: Universal Transverse Mercator  
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２．ISO 19161-1 国際地球基準系の確認・活用 
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ISO 19161-1:2020 国際地球基準系(ITRS) 

Geographic information－Geodetic references  
－Part 1: International terrestrial reference system (ITRS) 

● 地球基準座標系（TRF）のタイプ 
 

  ① 地殻型* TRF         Crust-based TRF 
 

  ② 衛星軌道型* TRF  Satellite Ephemerides based TRF 

● 国際地球基準座標系（ITRF）をめぐる体系 

地心地球基準系*（GTRS） 4次元, 相対論枠組 

国際地球基準系（ITRS） ３次元部分 

一次実現 （Primary realization） 
  国際地球基準座標系（ITRF) 

二次実現 （Secondary realization） 
  例： JGD2011  

注記 * ： SPAC仮訳 

変換 

セミ・ダイナミック補正 
今期→元期 

Japan 
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Navigation と Positioning の相違 

Navigation Positioning 

分野 航空、船舶、防衛、宇宙 等 測量、土木 等 

目的 移動体の安全 等 正しい位置測定 等 

監督 
官庁 

国交省（海保, 航空局）  
防衛省, 内閣府   

国交省（国土地理院）  
 

ITRS 一次実現 二次実現 

日本法 水路業務法 測量法 

座標系 WGS84 JGD2011 

時間 現在 (今期とは異なる) 元期  

【Navigation の用語 】  移動体の安全を確保するため 「現在」 を見る 

・現在 : いまある時刻（観測とは無関係、西欧文化“神の present たる時間”） 
  present time 

・今期 ： 観測された時刻  

  temporal time 

 英語は ISO/TC 20/SC 14 の Pre-Work Item として提案見通し 
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日本法に規定された WGS84 

水路業務法 

水路業務法 施行令 

（長半径及び扁平率） 
第2条 

１ 長半径 6 378 137 m 

２ 扁平率 1 / 298.257 223 563 

          (WGS84の数値) 

（目的） 
第１条 

・・・海空交通の安全の確保・・・ 
 

（水路測量の基準） 
第9条 

・・・経緯度については世界測地系・・・ 
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国際条約で規定された WGS84 

… should … provide position 
information in latitude and 

longitude WGS 84 co-ordinates  

国際海事機関（IMO) 決議 国際民間航空条約 （ICAO条約)  Manual 
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３．ISO TC20 標準化作業の進捗報告 
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ISO/TC 20/SC 14 GNSSプロジェクト 状況 

No 題目 Stage 発行見通し 

1 DTS 22591  安全要求ある高精度測位システムの 
衛星利用サービス 
 Space-based services for a high accuracy positioning 
system with safety requirements 

DTS 2021 
(TS) 

2024 
(IS) 

2 CDC 24246 GNSS測位補強センターの要件 
 Requirements for GNSS positioning augmentation centres 

CDC 2021 
 

3 WD 24245 GNSS受信機デバイスコード（QBIC提案） 
 GNSS receiver class codes 

WD 2022 
 

4 PWI  位置情報交換フォーマット（QBIC提案） 
Space-based services for positioning information exchange 

PWI 2024 

5 PWI  衛星測位（PNT）サービス 
Space-based positioning, navigation and timing services 

PWI 2024 

PWI (Pre-Work Item)→NP (New Proposal)→WD (Workng Draft)→CD (Committee Draft)→IS (International Standard) 

TS (Technical Specification) D-: Draft,  -C: with Comments 

● 7月15日に日本航空宇宙工業会(SJAC)の主催で、 「第１回衛星測位システム 
  国際標準化委員会」 が開催され、上記アイテムの進捗が報告・確認された。 
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国土地理院より受領した資料(1/3) 
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国土地理院より受領した資料(2/3) 
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国土地理院より受領した資料(3/3) 


