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フランスによるISOの新WG設立提案

This new WG will be dedicated to space downstream 
standardization activities including

 Space services (data, products)  :
- PNT (Position, Navigation and Timing)/GNSS
- Remote sensing/Earth Observation
- Communication (mobile, fixed, internet access, 
digital broadcasting,  IoT, …. )

 Space-based Applications specified for dedicated 
user (data, products) (supported by Space 
services)

This would include : 

- definition of terminology,

- system performances definition,

- tests procedures,

- characteristics of embedded equipment (GNSS, 
telecom, earth observation...)

- Products, Data , Signals, Interfaces , …  
specification

- etc.

SCOPEフランス航空宇宙標準局(BNAE)が「ダウンストリーム
宇宙サービスと衛星利用アプリケーション」のルール
形成を推進する新WG創設を ISO/TC 20/SC 14に行った。
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提案理由の説明（フランス）
宇宙産業はダウンストリームの比重が非常に大きく、国際協力による良い標準作りが求められている。
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No. 題目 ステージ

1
ISO 24246:2022 GNSS測位補強センターの要求事項
Space systems － Requirements for global navigation satellite systems (GNSS) 
positioning augmentation centers

国際標準成立
・発行

2
ISO/DIS GNSS受信機分類コード
Space systems – Global navigation satellite system (GNSS) receiver class codes

国際標準原案
投票中

3
ISO/AWI 衛星利用サービス－位置情報交換フォーマット
Space systems – Space-based services – Positioning information exchange 
service

作業原案(WD)
作成中

4
ISO・AWI 衛星測位(PNT)サービスー第１部：基礎事項
Space systems – Space-based positioning, navigation and timing (PNT) services 
– Part 1: architectural basis

作業原案(WD)
作成中

衛星利用サービス(Space-based services)の国際標準化
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ISO 24246 「GNSS測位補強センターの要求事項」 成立・発行

センチメータ級衛星測位を実現するために必要な構成要素の一つである測位補強センターの機能を規定する。

Space systems－Requirements for global navigation satellite systems (GNSS) positioning augmentation centers

5



表題
ISO/DIS 24245 
Space systems―Global navigation satellite system (GNSS) receiver class 
codes

最新投票 CD投票，開票 2022年3月

投票結果

承認 豪, 伊, 米, 露, 中, 仏, 日, 伯, ｶｻﾞﾌ 9カ国

非承認 なし 0 カ国

棄権 独, ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ, 印, 西, ｳｸﾗｲﾅ, 英 7 カ国

結果 承認

コメント 20 件（仏：6件，中：5件，日：9件）

現状 2022年7月、DIS投票が開始される。

ISO/DIS 24245「GNSS受信機分類コード」
国際標準原案 24245: GNSS receiver class codes
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ISO/DIS 24245「GNSS受信機分類コード」

GNSS受信機分類 備考

M ： メッセージング
（位置情報付）

M1 : 片方向メッセージング 捜索と救助

M2 : 両方向メッセージング

T ： タイミング T1 : 一周波受信

C ： コード測位 C1 : 一周波測距 C10, C10a : 補強なし 単独測位

C11, C11a : L1帯信号による補強 DGNSSを含む

C16, C16a : L6帯信号による補強 ISO18197§5.4.1 参照

C2 :  二周波又は多周波測距 C20, C20a : 補強なし 二周波単独測位

C25, C25a : L5帯信号による補強 二周波向け補強

C26, C26a : L6帯信号による補強 ISO18197§5.4.1 参照

P ：搬送波測位 P1 :  一周波測距 P10, P10a : OSR補強 RTK，ネットワーク型RTK測位

P16, P16a : SSR補強

P2 : 二周波又は多周波測距 P20, P20a : OSR補強 RTK, ネットワーク型RTK測位

P26, P26a : SSR補強

[NOTE] RTK: Real-time Kinematic（実時間キネマティック測位）, OSR: Observation Space Representation（補強データの観測空間表現）, 
SSR: State Space Representation（補強データの状態空間表現）

DIS: Draft International Standard, 国際標準原案
DIS 24245: GNSS receiver class codes
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ISO/AWI 13675「衛星利用サービス－位置情報交換フォーマット」

表題
ISO/AWI 13675 
Space systems―Space-based services―Positioning  information exchange 
service

最新投票 新規提案(NP)投票，開票 2022年3月20日

投票結果

承認 豪, 伊, 露, 仏, 日, 伯, 宇, ｶｻﾞﾌ, ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 9カ国

非承認 米 1カ国

棄権 独, 印, 西, 英, 中 5カ国

結果 承認

コメント 33 件（仏：19件，日：14件）

現状 本年度、作業原案（WD）を作成。

AWI: Approved Work Item
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ISO/AWI 16215-1「衛星測位(PNT)サービス－第１部：基礎的事項」

表題
ISO/AWI 16215-1 
Space systems―Space-based positioning, navigation and timing (PNT) 
services

最新投票 新規提案(NP)投票，開票 2022年4月17日

投票結果

承認 豪, 伊, 露, 中, 仏, 日, 伯, ｶｻﾞﾌ, 西 9カ国

非承認 米 1カ国

棄権 独, ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ, 印, 宇, 英 5 カ国

結果 承認

コメント 20 件（仏：6件，中：5件，日：9件）

現状 本年度、作業原案（WD）を作成。

AWI: Approved Work Item
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ISO/AWI 16215-1「衛星測位(PNT)サービス－第１部：基礎的事項」

ISO AWI: Approved Work Item 
16216-1: Space systems - Space-based positioning, navigation and timing (PNT) services – Part 1: architectural basis

● PNT概念をWTO協定に基づき標準化

● 宇宙システムから標準時刻を規定

● 世界で初めて衛星測位インフラの全体像を規定

● 米国「参照アーキテクチャー」の Connectivity 概念を適用
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ISO 標準化 今後の予定

項目
2022年度

4-6月 7-9月 10-12月 1月-3月

ISO/DIS 24245: GNSS receiver class 
codes

ISO/AWI 13675: Positioning information 
exchange service 

ISO/AWI 16215-1: Space-based 
positioning, navigation and timing (PNT) 
servicesｰPart 1: architectural basis

DIS
準備

DIS
投票

コメント
反映

FDIS
投票

▽完了

NP
投票

作業原案作成
NP

投票

CD
投票

CD
投票

作業原案作成

▽完了

▽発行?
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12

アジア太平洋地域における経済枠組み

日本

米国 インド

IPEF

RCEPTPP

カナダ

メキシコ

チリ

ペルー

オーストラリア

ニュージーランド

フィリピン
タイ

インドネシア

シンガポール ブルネイ

カンボジア

ラオス

ミャンマー

ベトナム

韓国マレーシア 中国

TPP: Trans-Pacific Partnership agreement
環太平洋パートナーシップ協定

RCEP: Regional Comprehensive Economic 
Partnership agreement
東アジア地域包括的経済協定

IPEF: Indo-Pacific Economic Framework
インド太平洋経済枠組み


