
技術文書コメントシート 記入日 
2021 年 6 月 22 日～ 

2021 年 7 月 27 日 
文書名 準天頂衛星の 7 機体制における配信信号の変更について  

 

No. 箇所（項,頁,行,図.表等） コメント 修正案 みちびき 回答 

 

産 01 

12 ページ 

Table 3.2.1-1 

現在計画されている 7 機体制についてはこのとおりで異論あり

ません． 

将来，QZS-2R, 3R, ... の更新を見込んでもこの表のままで運用

されることを望みます．仮に，将来，L1C/B 用 PRN コードの

割り当てが増えるとすると，その時点で市場に出ている受信機

は新規に割り当てられた PRN コードの L1C/B 信号を受信でき

なくなります． 

 Q2-4 の後継機については、7 機体制

確立後に検討が始まる予定で、PRN

番号の割り当てや L1C/A の継続につ

いては、その際の検討課題になる見込

みです。なお、米国との周波数調整の

結果によっては、L1C/A 信号の停波

（L1C/B への切り替え）の可能性も

あります。後継機の正式サービスは

2032 年度以降の話になりますので、

ユーザの皆様のご意見も聞きながら

検討を進めてまいります。 

産 02 
14 ページ 誤記： 「L2C は配信しない」と示された赤枠の位置は，１行

上が正しいと思われます． 

 確認の上、修正いたしました。 

学 01 

10 ページ L1C/A 信号がなくなるのは、ユーザへの影響が極めて大きいと

考えられます．日米合意(2015)におけるアメリカの要求内容と

その妥当性は公開されていますか． 

 

アメリカの要求の具体的内容と実際に干

渉するのかという数値的又は実験的な根

拠を公開する． 

日米間の L1 帯における周波数調整の

具体的な内容は非公開としておりま

す。 

 

 



技術文書コメントシート 記入日 
2021 年 6 月 22 日～ 

2021 年 7 月 27 日 
文書名 L1C/B に対応する RINEX3.04 改定案 

 

No. 箇所（項,頁,行,図.表等） コメント 修正案 みちびき 回答 

 

産 11 

表紙 RINEX の最新版は Version 3.05（1 December, 2020）ですの

で，「RINEX3.05 改定案」がよいと思います． 

 RINEX3.05 で再度改定案を作成しま

した。ただし、最終的には、今後公開

が予定される RINEX4.00 にマージさ

れる予定です。 

産 12 

2 ページ 

Table 31 

現在計画されている 7 機体制についてはこのとおりで異論あり

ません． 

「L1C/B に対応する RINEX3.04 改定案」の Table 3.2.1-1 と同

じように，将来もこの表のままで運用されることを望みます． 

 RINEX3.05 改訂案 Table6 をご参照く

ださい。今後については、「産 01」

のとおりです 

産 13 

4 ページ 

A12 

「IS-QZSS-PNT の該当場所を読みだしているだけ」と参照し

ている章番号が§5.4.1 となっていますが，「L1C/B に対応す

る RTCM3.3 改定案」7 ページで訂正される§4.1.2 でなくてよ

いのでしょうか． 

 お知らせしたい内容としては、どちら

でも大きな違いはありませんので、従

来のバージョンで読みだしていた章

番号を継承しています。 

 

  



技術文書コメントシート 記入日 
2021 年 6 月 22 日～ 

2021 年 7 月 27 日 
文書名 L1C/B に対応する RTCM3.3 改定案 

 

No. 箇所（項,頁,行,図.表等） コメント 修正案 みちびき 回答 

 

産 21 

3 ページ 

Table 3.5-104 

現在計画されている 7 機体制についてはこのとおりで異論ありません． 

「L1C/B に対応する RINEX3.04 改定案」の Table 3.2.1-1 と同じように，

将来もこの表のままで運用されることを望みます． 

 今後については、「産 01」のとおり

です 

産 22 
4 ページ 誤記：「現在予約値の４を L1C/B として割り当てる」の“4”は“3”の誤記

と思われます． 

 確認の上、誤記修正いたしました。 

産 23 6 ページ 「案２（前述の対応表）を読み込む」の改訂が望ましいと考えます．  案２を採用いたしました。 

官 01 

全般 RINEX3.04 に対する改定案となっていますが、現在の RINEX 最新版は

RINEX3.05 であり、これを基にした改定とすべきと考えます。 

 RINEX3.05 で再度改定案を作成しま

した。ただし、最終的には、今後公開

が予定される RINEX4.00 にマージさ

れる予定です。 

官 02 

P1, P2 L1C/B に対応する PRN 番号が４つの衛星にしか示されておらず、衛星

ID との対応も規則的ではありません。これら４機以外の L1C/B 対応

PRN の割当てを念頭に置き、L1C/A と同様、規則的な番号付けにすべき

ではないでしょうか。 

なお、P2 表の”RINEX Signal ID”は、RINRX3.05 ドキュメントの Table6

では”RINEX Satellite ID”と適切に修正されています。 

これら４機以外についても

L1C/A と同様の規則的な番号付

けとする、または、周波数が異

なる L6E と同じ番号

（NN=PRN-202）となるよう割

り当てる。 

現状の L1C/B の PRN 割り当てにつ

いては、IS-QZSS-PNT-004 にて決定

済みの仕様になります。今後について

は、「産 01」のとおりです。 

官 03 
P3 新たな”Observation Codes”として、C1B、L1B、D1B、S1B を提案して

いますが、これらはすでに RINEX3.05 の L1Sb に割り当てられています。 

C1B、L1B、D1B、S1B 以外の

Observation Codes を提案する。 

C1E、L1E、D1E、S1E としました。 

 


