
ロボテスEXPO2022（2022.9.15～9.16)
みちびき（準天頂衛星システム）講演会(2022.9.16)報告

～ドローン・UGV最前線～

於 福島ロボットテストフィールド



福島ロボットテストフィールドは、南相馬市復興工業団地内の東西約1,000m、南北約500mの
敷地内に「無人航空機エリア」、「インフラ点検・災害対応エリア」「水中・水上ロボット
エリア」「開発基盤エリア」を設けるとともに、浪江町・棚塩産業団地内に長距離飛行
試験のための滑走路を整備。２０１８年度より順次開所。
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みちびき（準天頂衛星システム）講演会
～ドローン・UGV最前線～



85名/90名 聴講



みちびき（準天頂衛星システム）講演会～ドローン・UGV最前線～

講演資料はQBICホームページ https://qbic-gnee.org/post/3600 を参照ください。
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準天頂衛星システム「みちびき」は、日本の
ほぼ天頂付近にできるだけ長く留まる準天頂
軌道の衛等から構成される日本の衛星測位システムの
ことで、日本版 GPS と呼ぶこともあります。
いつでもどこでも利用できる安定した衛星測位
サービスを実現するため、「みちびき」のサービス
が 2018 年 11 月にスタートしました。また、
「みちびき」は日本と経度の近いアジア・オセアニア
地域でも利用することができるため、これらの地域
の国々への利用拡大も進めています。
本講演では、「みちびき」のこれまでの開発経緯や
提供サービスの概要などを紹介するとともに、
「みちびき」を活用した製品・実証事例など最新の
利活用事例について紹介します。

位置は碁石であり、地図は碁盤です。最近では、この
位置情報を機械が利用するようにもなりました。
人間は「見るための地図」を利用しますが、機械は
「見ない地図」を利用します。その社会基盤の一つに
なっているものが準天頂衛星システムです。
準天頂衛星システムは日本を中心とした覆域に、
センチメートルの位置とナノ秒の時刻を届けています。
位置と時間がわかるとその対象物は一意（ユニーク）
になり、識別ができるようになります。
私達の社会活動を支援する機械等がセンチメートルの
位置とナノ秒を認識できるようになると、どのような
変化が起きるのでしょうか。事例を用いて解説します。



上空が開けていることが多い、携帯電話圏外
でも高精度測位が可能という点で、ドローン
と準天頂衛星みちびきとの親和性は極めて高い。
これまでみちびきのセンチメートル級測位 CLAS
対応受信機はサイズ・重量・価格の面で課題が
あり、CLAS ドローン普及の妨げとなっていた。
2022 年 2 月に 1 モジュール型受信機「Cohac∞ Ten」
を開発し、小型・軽量・低価格化を実現したことで、
CLAS 受信機をご活用いただけるお客様が一気に
広がった。2022 年 5 月には Cohac∞ Ten を搭載した
「ChronoSky PF2」を ACSL 様と共同開発し、量産型
ドローンへの CLAS 搭載を実現した。本発表では、
CLAS 受信機「Cohac∞ Ten」および CLAS ドローン
「ChronoSky PF2」によって実現する高精度測位
アプリケーションについてご説明。

公開デモンストレーション風景
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公開デモンストレーション風景

東光鉄工は国内ドローンメーカーとして設計・開発
・製造・販売まで一貫して行っています。
また、「東光レスキュードローンⓇ」は、災害現場
でのいち早い情報収集やレスキュー活動に活用できる
機体として開発しました。農業や防災の分野で、
人間が行けない場所へ、できない作業を肩代わりし、
課題解決に大きく貢献する国産ドローンを開発して
います。本発表では新時代に求められる「スマート
農業」の実現を支える農業用ドローン例としてCLASを
利用した農薬散布ドローン等を紹介します。





地方都市では、人口減少が進む中で活性化及び
収益増をいかに実現するかが課題となっています。
そのための方法の一つとして、農機を自動化して
農作業のコストダウンを図り、農家の収益を上げる
ことで農業従事者を増加させたいと考えています。
今回の実証実験では、ドローンによって取得した
「機械可読可能な高精度三次元地図」
(Machine Readable Hyper 3Dimension Map: Marhy
3D Map) を開発し、これをもとにみちびきの CLAS 
（センチメータ級測位補強サービス）測位に基づ
いた電動車両「PIUS」による自動運転を行いました。
その検証した内容と今後のこのシステムの展開に
ついてご紹介致します。

公開デモンストレーション風景





日本農業は，農業従事者の高齢化や新規就農者
減少による労働力不足，耕作放棄地の増加など
の問題を抱えている。このような状況の中で，
ロボット技術や ICT を活用した超省力・高品質
生産を実現する新たな農業としてスマート農業
が注目されている。
スマート農業においては，農業の無人作業や
協調作業，アシストを実現するロボット農機を
主軸として展開されており，多くの研究機関で
研究開発が行われている。本講演では，高精度
衛星測位などの先端技術を用いる小型（Small），
スマート（Smart），ロボット群（Swarm）制御
を可能とする次世代ロボット農機の可能性に
ついて解説する。

公開デモンストレーション風景
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講演会聴講いただいた方にアンケートを
取った結果



１．当日講演頂いた６テーマについて、特に興味があった講演
はどれですか。

講演テーマ 回答数

準天頂衛星システム「みちびき」の概要と最新利活用事例
（出口 智恵：内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システ
ム戦略室 企画官）

6

準天頂衛星システムの社会実装～位置情報、時刻情報は社会をどのよう
に変えるのか～
（坂下 哲也：（一財）日本情報経済社会推進協会 常務理事)

4

量産型CLASドローン「ChronoSky PF2」が実現する高精度測位ソリュー
ション
（山本 享弘 :株式会社コア 執行役員 GNSSソリューションビジネスセン
ター）

1

農薬散布ドローンみちびき（CLAS）の活用
（高橋 成典：東光鉄工株式会社 UAV事業部 セールスグループ 課
長）

2

みちびきとMarhy 3D Map(機械可読高精度三次元地図)のコラボレー
ションによる⾃動運転の基礎的実証事業
（芥川 一則：福島工業高等専門学校 副校長 ビジネスコミュニケー
ション学科 教授）

5

農業分野における次世代ロボットの可能性について
（窪田 陽介：福島大学 食農学類 准教授）

1

２．同じような講演会がある場合、
どのような内容を希望しますか。

希望する講演内容 回答数

みちびきサービス関連の技術・運用 7

みちびきサービス利活用全般事例 8

みちびきサービス利用のビジネス事例 7

農業用ロボット 4

ドローン関連 5

インフラ点検ロボット 3

警備・安全関連 0

⾃動運転 6

アンケート１

１．内閣府とJIPDEC及び自走車について高評価であった。政府の方針等や今後の展開を直接聞く機会
（東北地区でのこのような講演会は初めて開催）が注目されたこと、自走車をどのように利用する
かの観点が評価された結果と判断。特に自走車はUGVの利用形態よりは無人走行に興味を示している。

２．みちびきサービスの社会実装事例に興味を示しているのがわかる。今回のアンケート結果をQBIC内
外で紹介し、みちびきサービスの社会実装事例情報を広げてゆきたい。



１．今回対面式の講演でしたが、Webによる視聴
も可能であった場合、Web参加にしましたか？

Web参加
47％

現地参加
53%

２．来年度、同じようなイベント（バスツアー、
展示会、講演会）がある場合、参加しますか。

参加する
88％

参加しない
12％

３．ロボテスEXPO2022の展示会を
ご覧になりましたか。

はい
95％

いいえ 5%

ロボテスEXPO2022のバスツアー
に参加されましたか。 ４．県別参加比率

福島 35％

東京 20％宮城 15％

茨城 10％

神奈川 5％

秋田/埼玉/栃木/大阪/福岡 2.5%

1.現地参加53%とWeb視聴47%と拮抗した結果となったが、予想外に現地参加の評価が高い。
2.今回のイベントを次年度継続に対するか問いかけた結果、支持率は88%であった。
情報発信の企画としては高評価であったと判断。

3.講演会後に展示会に参加せず5%、バスツアー参加せず21%となった。参加申し込みは講演
会と展示会/バスツアーが別であり、講演会のみに参加された方がいたことは意外であった。
4.県別参加をみると福島35%,宮城15%,茨城10%で∑60%となり、東北域として半数を超えた。
東北地域で初めて開催した講演会であり、福島及び周辺の県への発信ができ当初の目的は達
成できた。

３．

いいえ21%
はい

79％

アンケート２



展示風景



QSS展示風景



QSS展示風景



テトラ・アビエーション（株）



株式会社人機一体









28

リアルタイム
位置・時刻情報
(X,Y,Z,T)

～
利用シーン例

QZSSのさらなる進化と利用活用分
野開拓を推進しましょう！
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未来投資戦略２０１８.pptx
未来投資戦略２０１８.pptx
未来投資戦略２０１８.pptx
Ｇ空間社会の想像図.ppt

