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原著研究論文募集のご案内
本学会では 測位航法学会論文誌へ掲載する測位、航法、調時技術分野の原著論文を
募集します。奮ってご投稿ください。論文は随時受け付けています。ご投稿をお待ちしてい
ます。詳しくは学会ホームページ (http://www.gnss-pnt.org/kpaper.html）を参照。
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論文審査委員長：長岡 栄

RTK-GPS/QZS デモのため
歩行中の JAXA の若林さん

審査委員会幹事：宮野智行

特別法人会員 セイコーエプソン株式会社
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にある三貫島と船越大島という2つの無人島で調査を続けて
きた。
(3) 帰巣能力
GPSロガー（写真2；Technosmart社製、イタリア）に記録され
た経路データによると、島を出発したあとの親鳥は島の近辺で
過ごしていることもあれば、北海道の沖の島から600 km以上
離れた海域にまで到達していたこともあった（図2）。私がまず
興味を持ったのは、ピンポイントで島へ戻ってくる親鳥の帰巣
能力である。海の上は陸に比べて目印になるようなものも少
なく、ひどい方向音痴な私からすれば、そんな場所へ身一つ
で出かけるなんて考えただけで恐ろしい。しかしオオミズナギド
リは、1週間もの長い餌獲り旅行のあとでさえ、きちんと帰って
こられるのだ。
そのメカニズムを明らかにするための第一歩として、島で捕
まえた親鳥を沖合まで人為的に移動させて放した場合でも島
に戻ってくることはできるのか、できるとするならばどんな経路
をたどって帰ってくるのか、を調べるべく、冒頭の淡青丸での
実験を行ったのである（写真3）。
一つ目の疑問の答えは「戻ってくることができる」だった。初
めての試みだったため、祈るような気持ちでロガー付きの親鳥
が飛び去る姿を見ていたのだが、船を降りた後、再び島に上
陸して帰りを待った結果、親鳥を無事に再捕獲しロガーを回
収することができた。現在は二つ目の疑問に答えるべく、得ら
れた経路データを解析している。

GPSロガーで海鳥の移動を「見る」
東京大学大気海洋研究所
塩見こずえ
1. はじめに
長岡技術科学大学の入江博樹先生
の御紹介で寄稿させていただくことにな
りました。入江先生とは2011年の夏、
東京大学の学術調査船「淡青丸」の船
上で初めてお会いし、1週間ほど御一
緒しました。私が淡青丸に乗船した目
的は、鳥を沖へ運んで放すことです。
今回は、この怪しい実験に関連して私
たちがどのような研究を行っているかを
紹介させていただきたいと思います。
2. オオミズナギドリの研究
(1) 親鳥たちの生活
私は3年前からオオミズナギドリ（Calonectris leucomelas）と
いう海鳥の研究をしている。成鳥はハトよりも少し大きく、カラス
よりも少し小さいくらいの大きさで、つぶらな瞳がなかなかかわ
いい（写真1）。本種は繁殖期である春から秋を日本や韓国な
どの島嶼で過ごし、冬になると暖かい南の海域へと渡る。抱卵
や子育ては地面に掘った巣穴（長いものでは数mも！）の中で
行い、繁殖中の親鳥は海で餌を獲っては、島で抱卵もしくは
雛への餌やりを行うというサイクル（採餌トリップ）を繰り返して
いる。これは多くの海鳥に共通の行動パターンである。しかし
ながら、彼らが島を出発して再び戻るまでの行動、つまり海の
上での振る舞いについてはいまだわかっていないことだらけ
だ。

写真2：実験に用いたGPSデータロガー
(4) 時間を守るオオミズナギドリ
ここで、親鳥のナビゲーションメカニズムを調べる過程で明ら
かとなった、彼らの意外な能力を紹介したい。島でロガー付き
の親鳥を待っていたある日、「あれ？」と思ったことがある。子
育て中の親鳥は、日中にいることはない。しかし日没からしば
らくすると親鳥の鳴き声があちこちから聞こえてくるようになり、
数時間もするとあたりは大音量の合唱（？）で埋め尽くされる。
上記の通り、親鳥の餌場はトリップごとにバラバラなのに、島に
到着する時刻は日没後の数時間以内に集中しているのであ
る。島までの距離が数百kmも異なっていることがあるにも関わ
らず、なぜみんなが同じ時間帯に到着できるのだろう。
図3は、親鳥が島を出て戻るまでの経路データを用いて、島
までの直線距離の時系列変化を示したものである。どの採餌ト
リップでも、島へ帰るときは、ある時点（図3赤丸）から一気に
近づくらしい。この「島へ戻り始めた時刻」とそのときの「島まで
の距離」の関係を調べたところ、遠いところから戻ってくるとき
ほど早い時刻に島へ向かい始めていたことがわかった（図4）。

写真1：オオミズナギドリの成鳥
(2) バイオロギング
バイオロギングとは「生物（Bio-）が記録する（logging）」とい
う意味の造語である。小型のデータロガーを直接動物に乗っ
けてやることで、動物が自由に動き回っている間の行動や経
験した環境に関する情報を、動物自身に集めてきてもらう、と
いうコンセプトでこのような名前が付けられた。私たちは回収さ
れたロガーのデータから、直接観察ができない領域における
彼らの行動を「見る」ことができる。オオミズナギドリについても
北は岩手から南は沖縄まで様々な繁殖地で（図1）、GPSロ
ガー・加速度ロガー・ビデオロガー・照度ロガーなどを用いて洋
上での行動が研究されている。私の所属する研究室（国際沿
岸海洋研究センター 佐藤克文研究室）では、岩手県の沖合
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さらに詳しく分析すると、その戻り始める時刻の変化は、平均
飛行速度から算出される所要時間の変化とぴったりと一致し
ていたのだ。私たち人間は待ち合わせ時刻や門限に遅れない
よう、目的地までの所要時間を考慮して出発時刻を決定する
が、時計も地図も持たないオオミズナギドリが同じように出発
時刻の調節を巧みに行っていたのである。数百kmも離れた場
所から家路を見つけるだけでもすごいのに、到着時刻まで考
慮して帰ってきているかのようだ。このような行動が動物で報
告されたのは初めてのことである。一体どうやって、それぞれ

の場所での適切なタイミングを知ることができるのか。また疑
問が増えてしまった。
3. 最後に
私はバイオロギングによって得られる移動経路のデータが、
見えない場所で動き回る動物の意志を読み取る上で強力な
ツールとなる可能性を秘めているのではないかと考えていま
す。ですが、測器の仕組みやそれに関わる最先端の技術につ
いては理解できていない部分が多々あります。さらに動物の
航法を研究テーマとしていることもあり、今回、測位航法の専
門家である皆様に研究を紹介させていただくことができ大変
嬉しく思っています。このような機会を与えてくださり、どうもあり
がとうございました。
参考HP : 日本バイオロギング研究会
http://bre.soc.i.kyoto-u.ac.jp/bls/

写真3-1：船上に積まれたオオミズナギドリ
（右下の茶色い箱の中）

図2：GPSロガーから得られた採餌トリップ経路の例＊。

写真3-2：船上から放鳥されるオオミズナギドリ
（背中に見えるのがGPSロガー）
図3：図2で示したトリップ経路から算出した島までの距離の時
系列データ＊

図4：三貫島（●）と船越大島（▲）の親鳥から得られた各採
餌トリップでの島へ向かい始めた時刻とそのときの島までの距
離の関係＊
＊Shiomi, K., et al., (2012) Temporal tuning of homeward
flights in seabirds. Animal Behaviour, , 83, 355-359

図1：国内でバイオロギング研究が行われている
オオミズナギドリの繁殖地（赤丸）
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IMES を利用した医療現場における利活用実証実験報告
自治医科大学地域医療学センター 藍原 雅一
測位衛星技術株式会社 石井 真(正会員）
はじめに
急増するスマートフォンでは、GNSS 測位は既に標準機能と
なり、衛星信号が届かない屋内空間や精度劣化が著しい都
市部などでの測位を補完するために、Wi-Fi 測位や内蔵の
ジャイロセンサー、磁気方位センサー、加速度計、気圧計など
を用いた推測測位を組み合わせたハイブリッド測位ができる
ようになってきている。
一方、スマートフォン上でのアプリケーション開発では、OS 側
から提供されているアンドロケーション API を使って、簡単にア
プリケーションを開発することができ、利用普及に弾みがつい
ている。しかし、アプケーションサイドから見ると GPS 受信機や
センサーを直接制御する必要がないものの、測位コマンドから
得られる位置情報は、緯度、経度、精度指数といった情報に
限られ、その位置情報ソースや実際の確実性については、確
認することができない。
医療現場において、位置情報はことのほか重要であり、その
位置情報を利用するにあたってその正確性、確実性が担保
されていることが必要とされている。
利用する位置情報の確実性を担保する目的で、国土地理
院が推進している位置情報点の場所情報コードを IMES 送信
Figure 2 自治医科大学での測位結果
位置情報と連携させた実証実験を平成 24 年 1 月 18 日から
1 月 22 日にかけて、自治医科大学構内で実施した。位置情 行い、測位の特徴を検証して
みた。測位モードは、通常のハ
報の信頼性に関わる部分について以下概要を報告する。
イブリッド測位モードと Wi-Fi を
オフにして GPS を主体とした測
位モードの２つで測位し、1 分
毎にコールドスタートし、合計 5
分間測位を実施した。
Figure 3
Figure 2 は、自治医科大学
ＧＰＳ受信機での受信状況
構内の 20 周年記念棟の 13F
エレベータホールで行った測
位結果である。IMES 測位は、
IMES 送信機から送信された
座 標 に 従 っ て、エ レ ベ ー タ
ホ ー ル 前 を 測 位 し、加 え て
IMES 特 有 の フ ロ ア 情 報 に
Figure 1 スマートフォンハイブリッド測位
よって 13 階という情報も表
１．測位の現状
示された。測位毎に位置情
最新のスマートフォンの測位は、GPS 測位を主軸にして、 報が変化することもなかった。
WiFi 測位、内蔵センサー、キャリア基地局 ID など組み合わせ スマートフォンでは、使用した
によるハイブリッド測位となっている。
機種毎に測位結果が異なっ
それぞれの測位の優先度などの重み付けは，各端末、キャ ている。A の端末が、大きく測
リア毎に異なる。特に Wi-Fi 測位は、周辺に見える Wi-Fi アク 位場所から離れたところを測
セスポイントの SSID と信号強度の DB を各会社毎に保持して 位 し た。（写 真 の 中 の 赤 字
いるので、その測位精度は、周辺の WiFi 環境や DB の情報量 の＋マークが測位場所）B 端
によって異なる。
Figure 5 屋外測位の状況
実証実験では、最新のスマートフォンと IMES 測位を同時に

Figure 4 様々な屋内測位場所における IMES 測位結果

4

実現の為には、技術だけでなく運用体制や保守体制など国の
インフラという観点で推進されるべきと考える。

末は、記念棟屋内を測位できなかったが、付近の屋外を測位
し、測位毎の変移はほとんどなかった。C 端末は、屋内のほぼ
測位地点付近を測位したが、測位毎に多少変移があることが
わかる。この場所での GPS 受信機による GPS 信号状況をみる
と測位できるほどの GPS 信号強度は得られていないものの、
窓を通じて GPS 信号は受信できている環境であることがわか
る。

謝辞
今回の実証試験では、システム開発、実証試験を通じて多
大なご協力をいただきました株式会社アヴァンザ様、また、
VRS 機器をご提供頂きました株式会社ジェノバ様に感謝いた
します。

２．医療の利用シーンにおける IMES 測位の効果
医療現場において取り扱われる位置情報は、担保された確
実な位置情報であることが求められる。今回、様々な利用
シーンを想定して、測位を繰り返した。
Figure 4 で左側のプロット図は、広い学生ホールを病院受付
ホールと模して、3 台の IMES 送信機から同じ位置情報を送信
し、確実にチェックインできることの確認を行った。真中のプロッ
ト図は、出入口に IMES を設置して、アラートを発生させることの
確認を行った。右側は、半地下にあるホールでの測位を行い、
-0.5 階のフロア情報を受信し、半地下のフロア MAP の表現に
ついて、検討を行った。Figure 5 は、屋外測位の状況を示す。
今回の IMES 受信機は、IMES 信号がない場合は、自動的に
GPS 測位結果を優先するようになっている。すべての受信端
末は、非常に良い精度で測位していることがわかる。実際にそ
の場所（交差点の角）での GPS 信号は、図にあるように良好な
状態で受信できていた。
最後に屋内における小セルの実証実験を行った。これは、
入院患者のベッド毎に識別することができるかの確認であり、
IMES 送信信号強度を極めて弱く送信し、かつ、受信できる強
度を確保するように調整した。
結果として、送信出力によって 1 ｍ～ 1.5 ｍ半径の送信セル
で良好に受信できることを確認した。

研究室紹介
東京海洋大学衛星航法工学研究室
GNSS の高度利用による測位システムの研究
山田 豊 （学生会員）
「衛星航法工学研究室」は、平成１９年４月
に船井電気㈱の寄附講座として発足し、「安
心・安全な社会実現を目的とした衛星測位
技術の研究開発」と題した共同研究を開始
しました。当初は同社が開発計画中の PND
に関わる基礎技術を中心に研究を進めてい
ましたが、平成２０年のリーマンショックにより、
同社の援助が打ち切られました。平成２１年からは、JAXA から
の QZSS に絡む受託研究を中心に研究を継続し、満５年にな
ろうとしています。
発足当初より、東京海洋大学越中島キャンパスの正門の守
衛所裏手の旧事務棟を改装した先端科学技術研究センター
の 2 階に有ります。今上天皇がかつて皇太子時代にそのバル
コニーにお立ちになったと言われる由緒ある大部屋（１２５ m2）
を間仕切りで区切って利用しています。建物自体、国登録の
有形文化財の指定を受けた歴史的建造物ですが、その中で
先端的な科学技術研究の役割を担い、民間等外部の機関と
の共同研究および受託研究が行われています。
研究室の現在の専任のスタッフは非常勤で、安田明生特任
教授、北條晴正客員教授、高須知二研究員と大学院生４名
ですが、海洋工学部の久保信明准教授、海洋科学部の樊春
明助教が一部の院生とともに研究支援に加わっています。
本研究室は、衛星測位システムの高度化に中心的役割を
果たすべく、QZSS、GPS、GLONASS 等の測位衛星による航法
(測位)の基礎研究を行っています。平成２３年度の受託研
究・共同研究の課題は以下の通りです。
（１）複数 GNSS 対応高精度軌道推定ツールの整備
（２）準天頂衛星システム実験用信号を用いた単独搬送波位
相測位実験評価及びシームレス測位実験検討
（３）マルチ GNSS による列車位置計測の信頼性向上に関する
研究
（４）GPS 衛星軌道の推定マルチ GNSS 解析技術等の開発に
向けた衛星系の組み合わせ/複数周波数組み合わせに関す
る調査検討業務
（５）道路鋲・道路標識等、道路空間における QZSS 時刻利用
（６）GPS 衛星軌道の推定
（７）QZS「L1-SAIF+」の民間利用実証第 1 段階の評価
室内には IMES 送信機が設置され、IMES の受信実験が行わ
れています。また、屋上には JAVAD のチョークリングアンテナ
が設置されており、常時 GPS/QZS のデータを収集し、QZS の
モニター、GPS+QZS の測位性能の評価、MSAS や L1-SAIF の
補正データの評価などに供しています。また、測位航法学会の
事務局も本研究室内に有ります。（関連写真・裏表紙）

３．まとめ
シームレス測位技術である IMES 技術の医療現場での利活
用について、検証実験を行った。本報告では、スマートフォンの
測位の実態と IMES 測位の検証実験の一部をまとめた。また、
本実験は、国土地理院場所情報コード共同研究の一環で実
施され、IMES から送信される位置情報の確実性の担保など
についても検証実験が行われている。シームレス測位、屋内
測位が注目されているが、測位インフラとして確実な位置情
報を提供するシステムやサービスが求められており、その

Figure ６ ＩＭＥＳ小セル試験
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特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めると
きは、ＪＡＸＡに対し、必要な措置をとることを求めることができ
るものとする。
⑤主務大臣として以下の大臣を追加する。
・内閣総理大臣/経済産業大臣
⑥政令により、個別プロジェクトに応じ主務大臣を追加する仕
組みを導入する。
＜宇宙開発委員会の廃止＞
文部科学省の宇宙開発委員会を廃止する。
（２）ポイント
新法案のポイントは、表１に示すように宇宙基本法制定後の
宇宙分野における主要な政策課題の多くが解決することであ
る。

新宇宙開発体制への期待
東京財団 坂本規博（本会理事）

１．はじめに
早いもので、宇宙基本法（2008 年 5 月）が制
定されて 4 年、宇宙基本計画（2009 年 6 月）が
作成されてから 3 年が経とうとしている。この間政
権が自民党から民主党に交代し長期の宇宙政
策の足踏みが始まった。それでも関係者の尽力
により、政府は 2 月 14 日、日本の宇宙開発利用を強化するた
め、首相らに意見や勧告の権限を有する「宇宙政策委員会」
と、各省庁の施策を調整して司令塔の役目を果たす「宇宙戦
略室」を内閣府に設置することを閣議決定した。この「内閣府
設置法等の一部を改正する法律案」は、早ければ 3 月にも国
会に提出され内閣委員会で審議されることになる。本稿では、
３．新宇宙開発体制への期待
新しい法案の内容と、「新宇宙開発体制への期待」と題して、
（１）全般
本学会が衛星測位に関して法案成立後の新体制へ期待す
平成 22 年 9 月 11 日、我が国初の測位衛星「みちびき」
る点について紹介し、併せて「衛星測位技術センター（仮称）」
（QZS）が準天頂軌道に打ち上げられ、一年間にわたり GPS の
の提案を行う。 。
補完・補強機能の実証試験が続けられその有効性が認めら
れた。その結果を得て、同年 9 月 30 日には、2010 年代後半
２．新法案の概要とポイント
までには初期の 4 機の測位衛星を配備するとの閣議決定が
（１）概要
なされるに至った。また、実証試験により国際的にもその効果
内閣府設置法等の一部を改正する法律案の概要は次の通
が広く認められつつあり、サービスエリアに含まれるアジア・オ
りである。
セアニア地域においても期待が高まっている。
＜内閣府の所掌事務の追加＞
新体制が発足すれば、多様な分野において準天頂衛星シ
内閣府に以下の所掌事務を追加する。
ステムの整備及び管理等は内閣府の「宇宙戦略室」の所管
①宇宙開発利用の総合的かつ計画的な推進を図るための
になり、「宇宙戦略室」において、従来の衛星測位分野におけ
基本的な政策に関する企画及び立案並びに総合調整
る次のような利用面の課題の解決が図られることになる。
②宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整
我が国は、1990 年代から世界に先駆けてカーナビを開発す
③宇宙開発利用の推進（他省の所掌に属するものを除く。）
るなど GPS の利用大国として民生利用の先端を走ってきた。
④多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛
しかしながら、これら利用面は位置が得られることを前提として
星等（実用準天頂衛星システム等）の整備及び管理等
いるために、如何に正しい位置を求めるかについての研究開
＜内閣府における宇宙政策委員会の設置＞
発は立ち遅れて来た。すなわち利用大国でありながら、衛星
①宇宙開発利用に係る政策に関する重要事項、関係行政機
測位を学問的立場から取り組む姿勢に欠けていたため革新
関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重
的な技術が育ち難かったと言わざるを得ない。また、高等教育
要事項等の調査審議等
機関に於いても、これまで商船系の航法の一部、土木工学の
②内閣総理大臣又は関係各大臣に対する意見、勧告
中の測量分野で取り上げられているに過ぎない現状にある。
＜ＪＡＸＡの見直し＞
（２）課題解決のための提案： ：『衛星測位技術センター（仮
①宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の目的規定における平
称）』の設置
和利用に関する記述を宇宙基本法と整合的なものとする。
衛星測位分野の社会的ニーズとしては、大きく２つある。１つ
②ＪＡＸＡの業務として、人工衛星等の開発、打上げ、運用等
は、＜ＱＺＳの高精度軌道、時刻決定、ｃｍレベル高精度測位
の業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行
技術開発＞であり、これは、洋上高精度測位（海洋開発・海
うことを追加する。
洋防災）、移動体管理能力（陸上・海上・航空）、コミュニケー
③ＪＡＸＡの中期目標の策定に当たっては、宇宙基本計画に
ション能力（緊急通報）である。2 つ目は、＜次世代衛星航法
基づくこととする。
技術者養成システムの確立＞で、発展途上国の人材養成支
④主務大臣は、関係行政機関の要請を受けて、我が国の国
援や国連との協調である。これらの社会的ニーズを満たせば、
際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため
＜世界トップレベルの衛星測位技術開発＞が可能となり、多
表１ 宇宙分野における主要政策課題
新法案による効果

No

主要政策課題

解決の方策

１

宇宙活動法の制定

宇宙活動法の制定

Ｘ：今後の課題として残る（案文は作成済）

２

JAXA の在り方の見
直し

宇宙庁（局）の管轄へ
JAXA 法に産業振興と安全保障を追加

３

総合的・一体的な
行政組織

宇宙庁（局）の設置
防衛利用体制の構築
宇宙シンクタンクの設置

○：主務大臣に内閣総理大臣と 経済産業大臣が追
加
○：但し、直接の表記ではなく婉曲的な表現
○：宇宙戦略室は局相当
Ｘ：今後の課題として残る
Ｘ：今後の課題として残る
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角的な衛星測位利用技術の開発、トップレベルの次世代衛
星航法技術者の育成・輩出、そしてアジア・オセアニア地域の
国際貢献／ビジネスサポートにつながることが期待される。
従って、早急に『衛星測位技術センター（仮称）』（例えば、測
位衛星技術基盤を有する東京海洋大学をコアとする）を設置
して、利用技術の開発、人材育成、欧米や豪州をはじめとした
アジア国際連携との機能を有する技術拠点を構築することを
提案する 。

第３回アジア・オセアニア GNSS ワークショップ実施報告
宇宙航空研究開発機構 MGA 事務局 館下博昭（正会員）
2011 年 11 月 1 日～ 3 日、韓国の済州
島の Phoenix Island ホテルにて、宇宙航空
研究開発機構(JAXA)、衛星測位利用推
進センター(SPAC)、韓国航空宇宙研究院
（KARI）、Gnss Technology Council （GTC）
により共催され、国連 GNSS に関する国際
委員会(ICG)、国際 GNSS サービス(IGS)の
後援を受けて、第３回アジア・オセアニア
地域 GNSS ワークショップが開催されました。９カ国、GNSS プロ
バイダや大学、研究機関、政府機関、国際機関といった３９の
機関から８６名の参加者が集まり、マルチ GNSS 実証実験キャ
ンペーン 1)としての利用実験提案が 5 つ承認されるなどの成
果を収めることができました。今回は、9 月に複数 GNSS アジア
（MGA2)）というキャンペーン推進組織が立ち上がってから初
めてのワークショップであり、キャンペーン活動を如何に具体
化できるかがポイントでしたので、最初にスタートされる具体的
な共同実験が選ばれたことは、大きな前進だと感じています。
ワークショップは、3 日間の日程で行われ、1 日目は、グルー
プディスカッション、2 日目と 3 日目はシンポジウムスタイルで
行われました。1 日目のグループディスカッションは、４つのグ
ループ「複数 GNSS ネットワーク構築」、「精密測位（農業、建
機等）」、「防災＆位置情報サービス（LBS）」、「ITS」に分かれ
て行われました。「複数 GNSS ネットワーク構築」グループでは、
JAXA が受信機を展開して構築を進める複数ネットワーク観
測局のホスト募集の状況が紹介されたほか、いくつかの機関
から自らの受信機でネットワークへの参加表明がありました。さ
らにデータ交換フォーマットが議論されるなどの具体的な議論
が進んでおります。他の GNSS 利用に関するグループでは、韓
国、マレーシア、日本、オーストラリア、台湾から精密農業分野
や気象、電離層観測などの実証実験が提案され、議論されま
した。また、各国から GNSS 利用が紹介された他、日本におけ
る QZSS の実験結果として測位可能率や精度の向上が紹介
されました。2 日、3 日では、最新の GNSS の状況や各国の
GNSS に関する活動・枠組みの紹介、様々な分野の GNSS 利
用の紹介などがありました。日本からは、QZSS の今後の計画
やこれまでの実証実験の成果が紹介され、NAVIS という東南
アジアとヨーロッパの協力の話や中国の COMPASS の実験計
画など、現状の GNSS に関する取り組みの紹介がありました。
このワークショップの結果を受け、まずは、ワークショップとして
了承された 5 件の実証実験について、具体化させていくととも
に、9 月に立ち上がった MGA の活動を事務局として盛り上げ
ていきたいと思います。この MGA が進める複数 GNSS 実証実
験キャンペーンは、複数 GNSS の研究開発をアジア地域で日
本が推進していく絶好の機会だと考えております。皆様にも是
非この MGA に参加していただき、日本の大学・研究機関、企
業で培われた GNSS 利用技術をアジア地域に展開していく場
として、活用していただければと思っております。ご興味のある
方は、ウェブページを一度見に来ていただければ幸いです。
（集合写真等・表紙）
1)
複数 GNSS 実証実験キャンペーンとは、アジア・オセアニア
地域でマルチ GNSS の利用を推進するために行われる共同
実証実験活動の枠組みです。
2)
詳細な MGA に関する情報（規約、加入方法など）について
は、（http://www.multignss.asia/）を参照してください。

図１ 「衛星測位技術センター」概念図

図２「衛星測位技術センター」組織構成の例

入会のご案内
測位航法学会は測位・航法・調時に関する研究開発教育に
携わる方々、これから勉強して研究を始めようとする方、ビ
ジネスに役立てようとする方、測位航法関心のある方々の
入会を歓迎いたします。皆様の積極的なご加入とご支援を
お願い申し上げます。
申込方法：測位航法学会事務局へ申込書（http://www.gnsspnt.org/pdf/form.pdf )をお送りください。
理事会の承認後、会員専用ページの ID と PW をお知らせし
ます。
会員の種類と年会費：個人会員【¥5,000】
学生会員【¥1,000】
賛助会員 【¥30,000】法人会員【¥50,000】
特別法人会員【¥300,000】
ご不明な点は事務局までお問合せ下さい。
TEL ＆ FAX ： 03-5245-7365
E-mail ： info ＠ gnss-pnt.org
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European Navigation Conference 2011 報告
電子航法研究所 山田 英輝 (正会員)
1. はじめに
ENC (European Navigation Conference) は、
欧 州 を は じ め と す る 全 世 界 の GPS や
GLONASS、Galileo といった衛星航法システム
GNSS に関する研究者の集会である。平成 23
年 11 月 28 日～ 12 月 1 日にロンドン市内の
Grange Tower Bridge Hotel において開催された ENC 2011
に参加した。ENC 2011 会議は、274 名(日本人は 5 名)の参
加者を集めて開催された。初日のチュートリアルでは、各国の
GNSS (特に欧州の Galileo) 及び SBAS の現在の状況が報告
さ れ た。2 日 目 か ら の 本 会 議 で は、主 な 基 調 講 演 と し て
Compass/BeiDou の現在の状況が報告された。また、テクニカ
ルセッションでは、航法技術、大気圏、干渉・ジャミング、航空、
UAV、測地学などの講演が行われた。
2. チュートリアル及び基調講演
a) GPS
GPS 衛星の近代化として、GPSⅢ衛星の信号及び開発計画
の概要が報告された。また、近代化に伴い、現在の地上設備
のメインフレームの交換の必要性があることが報告された。
b) GLONASS
現在の衛星配備の状況及び今後の GLONASS 計画につい
て紹介された。2011 年 11 月時点で 30 衛星が運用されてお
り、今後の衛星の開発に必要な資金については、現在、獲得
中であることが報告された。
c) Compass/BeiDou
Compass/BeiDou の開発及び研究の進捗について報告さ

れた。将来的に、Compass/BeiDou は民生及び軍用の衛星
航法システムにする予定であり、2020 年頃までには 30 衛星
による全地球航法システムが期待される。また、Compass/
BeiDou の時刻系及び座標系の改良を進めていることが報告
された。
d) Galileo
Galileo の現在の状況及び課題が報告された。Galileo の必要
性について様々な観点から解説された。Galileo の開発資金の
獲得に向けては、政府への働きかけや経済的な利益を生む
ための具体的な構想を立てる必要があることが紹介された。
e) The ENC 2011 Live Audience Survey
聴講者全員を対象とした電子投票による意識調査が実施さ
れた。
投票結果の例：
① Galileo の Open Service は 2020 年以降になるとの回答が
多数見られた。
② 将来的に GNSS 利用市場をシェアする規模の大きさは、1
位 GPS、2 位 GLONASS、3 位 Compass、4 位 Galileo になる
との回答が多数見られた。
3. テクニカルセッション
電子航法研究所の山田は、GLONASS のチャネル間バイア
スが異機種間の GPS+GLONASS RTK で問題となることを指
摘し、バイアスを補正すると、GPS+GLONASS RTK 測位の成
功率が改善するという内容の講演を行った。また、聴講した講
演の中では、マルチ GNSS に関連した講演が印象に残った。
GNSS 信号への干渉や電離層シンチレーションなどの対策手
段の 1 つとして、マルチ GNSS が有効であることが紹介された。
ITS の分野では、今後、マルチ Sensor 及びマルチ GNSS 対応
の製品が増加する予測について紹介された。

第 10 回衛星測位と地理空間情報フォーラムのお知らせ-衛星測位を利用した時空間情報が社会生活とビジネスを変える
講演
・SPAC 活動状況
・・・SPAC 中島務専務理事
・民間利用実証（国内）結果
・・・SPAC 利用推進本部長
＜国際協力＞
開会挨拶
・・・SPAC 理事長 ・ICG-WG-B*利用サブグループの取組み
（タイトルはいずれも仮題）
・・・峰正弥ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ共同議長
特別講演１
・防災のための宇宙技術の利用 ・・・柴崎亮介東京大学教授
・「実用準天頂衛星システムの閣議決定、予算、震災対応」
・AOR workshop**活動状況 ・・・ 安田明生東京海洋大学教授
＊ ICG-WG-B ：衛星航法システムに関する国際委員会分科会 B
・・・大島 敦 衆議院議員
＊＊ AOR workshop ：アジアオセアニア地域ワークショップ
・「G 空間情報活用推進と宇宙・海洋開発」
閉会挨拶
・・・日本経団連・宇宙開発利用推進委員会
・・・新藤 義孝 衆議院議員
懇親会（フォーラム終了後懇親会を開催）
特別講演 2
〜 お申し込み 〜 http: //www.eiseisokui.or.jp/
・「衛星測位の事業計画」
・・・内閣府・宇宙戦略室
上記 SPAC ホームページからの事前登録にご協力下さい
・「G 空間情報基本計画改定案」
・・・内閣官房
フォーラム参加費は無料です。どなたでもご参加いただけます
・「準天頂衛星を利用した新産業創出研究会報告」・・・経産省
主催：（財）衛星測位利用推進センター（SPAC)
日時： 2012 年 5 月 16 日（水）13 ： 30-17 ： 10
場所：経団連会館国際会議場（東京都大手町）
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ION GNSS 2011 報告
電子航法研究所 坂井丈泰（正会員）

ION ITM 2012 報告
長岡技術科学大学 環境・建設系 入江博樹（正会員）

米国航法学会（ION）衛星航法部会主催の
ION GNSS が、2011 年 9 月 19 ～ 23 日にオ
レゴン州ポートランドのオレゴン国際会議場で
開催されました。ポートランドでの開催は前年
に続き２年目です。空港からライトレール一本
で会議場に着きますし、周辺に宿泊施設もい
ろいろあり、なかなか便のいいところです。
今回のトピックは、火曜日（20 日）の午前中に COMPASS
ワ ー ク シ ョ ッ プ が 開 催 さ れ た こ と で す。中 国 が 開 発 中 の
COMPASS シ ス テ ム に つ い て、7 件 の プ レ ゼ ン テ ー
ション（すべて中国の関係者によるもの）が行われました。
COMPASS では 4 つのサービス（Authorized Service、Open
Service、Wide-Range Differential Service、Position Report
Service）を予定しており、すでに 9 機の衛星を打ち上げたそう
です。2011 年中にさらに 2 機、2012 年に 5 機を打ち上げる予
定とのことでしたが、その後もほぼ予定通り進捗している模様
です（2012 年 3 月現在）。最終的には、2020 年までに 35 機
を揃えてグローバルな衛星航法システムを構築する計画で
す。Wide-Range Differential Service の中身が気になるところ
ですが、精度 1m、SMS（Short Message Service）機能もある
様子です。 最近の ION GNSS では、一般セッションとは別に
「パネルセッション」が設けられています。今年は、各システム
の状況報告のほか、GNSS 用サービス、セキュリティ、宇宙天
気といったパネルセッションが設けられました。また、水曜日の
午後に LightSquared 問題（GPS と隣接する周波数帯を使用
するワイヤレスブローバンド通信サービスで、GPS に干渉を生じ
る）に関するパネルセッションがあり、これはたいへんな人気で
会場に聴衆が入り切らずドアからあふれていました。
一般セッションの傾向としては、Galileo システムの影響で、
GPS に加えてもう一つのシステムを併用しようとする測位方式
に 関 す る 発 表 が 多 く な っ て い ま す。複 数 周 波 数（MultiFrequency）・複数システム（Multi-Constellation）がキーワード
で、このために GLONASS や COMPASS の存在感が増している
ように思われまし た。日本からの発表は、JAXA・立命館大学
（各 3 件）、Geosurf・測位衛星技術・三菱電機・当所（各 2
件）及びその他の各機関から合計 19 件があり、準天頂衛星
に関連した報告が多くなされました。
今年の ION GNSS 2012 は、場所を変えてテネシー州ナッ
シュビルで 9 月 17 ～ 21 日に開催されます。“Music City”で
カントリーミュージックを楽しみましょう！

ION2012ITMに参加するため、10年ぶり豪
雪の新潟の長岡から春先の陽気のようなロサ
ンゼルス郊外のニューポートビーチへ移動し
た。今回の2012ITMは2012年１月30日から2
月1日にかけて開催され、セッション数は１５
で、発表数は８２件で、Alternateと呼ばれる補
欠数が12件と、私が参加した（数少ない）ION
の発表会の中では、全体の発表件数は少なめのコンパクトな
学会であった。日本からは、私を含め８件の発表があった。
IONは、１月のITM(International Technical Meeting)を含め、
年間に３回の学術的な国際会議を開催している。他の２回
は、６月のJSDEとIONの共同主催の航法学会（JNC）と９月に
衛星部門のION GNSSである。また、PLANSを２年毎にIEEEと
IONの共同で開催している。１月のこのITMでは、衛星測位関
連以外の発表も活発に行われ、いわゆるGPS一色ではなく、
磁気をつかった海中のナビゲーションシステムについての発表
なども行われた。
初日にはTwitterや携帯電話のメール機能を利用した会場
参加型の基調講演もあり、GPSなどのナビゲーションシステム
が今後どのような方向に行くのが望ましいのかなどの話しが
あった。午後からの口頭発表では、GPSへの携帯電話の干渉
問題についての技術的な発表もあり、Light Squared社のいく
つかの発表を聞いたが、以前に比べると、質問も議論も白熱
したものは少なかった。Light Squared社の携帯電話の新サー
ビスとGPSへの干渉問題は、収束しつつあり解決に向かってい
るような印象をうけた。
QZSSのセッションでは日本のほか、ドイツからも発表者が
あった。QZSSのセッションには、多数の聴講者があり海外から
の注目も高いことがわかった。日本人の発表は、私も含めオ
ルタネータの全員が発表できた。最終日の別のセッションで空
きが出たことを利用して発表することになった。これはQZSS
セッションの座長として、坂井丈泰氏（電子航法研究所）と前
田裕明氏（ライトハスT&C）の功績によるものが大きい。
少し話しがそれるが、会場でiPhoneのアプリであるQZ-Finder
を利用したところ、準天頂衛星「みちびき」が水平線上に見え
る時間帯があることがあった。このQZ-Finderは、iPhoneの傾き
と磁気センサーを利用して、内蔵カメラで撮影した実画像に、
みちびきがみえる（であろう）
位置を重ねて表示する機能
を有している。会場内で見え
たみちびきの映像の横へ、
参加者の山田英輝さんに
立ってもらい撮影した画像を
図１に示す。
ION2012 ITMへの参加者
は、ION GNSSなどと比較す
るとやや控えめだったが、和
気あいあいといった感じで、
アメリカ をはじめいろいろな
国々の測位に関係する研究
者らと親交を深める事ができ
た。
図１ みちびきと記念撮影
9

IS-GPS/GNSS 2011 報告

イベント カレンダー

東京海洋大学 安田明生（会長）

国内イベント
・2012.4.18-20 測位航法学会全国大会・総会
（東京海洋大学 品川キャンパス）
・2012.4.26-27 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクト
ロニクス研究会（JAXA 臼田宇宙空間観測所）
・2012.5.16 第 10 回衛星測位と地理空間情報フォーラム
（経団連会館 ）
・2012.5.20-25 地球惑星科学連合 2012 年大会
（幕張メッセ国際会議場)
・2012.5.24-25 日本航海学会春季講演会
（東京海洋大学越中島キャンパス）
・2012.6.21-23 G 空間 EXPO2012（パシフィコ横浜）
・2012.9.11-14 電子情報通信学会
ソサイアテティ大会（富山大学）
・2012.10.31-11.2 日本測地学会講演会（仙台市）
・2012.10.24-26 GPS/GNSS シンポジウム 2012
（東京海洋大学 越中島キャンパス）
国際イベント
・2012.4.24-26 IEEE/ION PLANS 2012,
（Myrtle Beach, South Carolina）
・2012.6.12-15 JSDE/ION Joint Navigation Conference 2012
（Colorado Springs）
・2012.9.17-21 ION GNSS 2012 （Nashville, Tennessee ）
・2012.9.20-23 第一回海洋世界会議 （中国/大連市）
Website: http://www.bitconferences.com/wco2012/
・2012.10.1-3 IAIN-2012 （エジプト/カイロ）
･2012.10.31-11.2 IS-GPS/GNSS 2012 (中国/西安市）
・2012.11.04-09 ICG-7 （中国/北京市）
・2012.11.13-15 IPIN 2012 (オーストラリア/シドニー）
・2012.12.10-11 第４回 AOR-WS

ことしの GPS/GNSS 国際シンポジウムは、
オーストラリア・シドニー市のニュー・サウス・
ウエールズ大学のキャンパスで、11 月 1517 日の 3 日間、隔年毎に開催される IGNSS
（International Global Navigation Satellite
Systems ：オーストラリアの非営利団体）の
主催する学会と共同で開催されました。14
日の夕刻にはプリセッションとして、海中の脊
椎動物の地磁気による航法能力について講演がありました。
15 日午前中は開会の挨拶の後、プレナリーセッションとして、
ウイーン国連事務所の Gadimova 女史による GNSS に対する
国連の取り組みの紹介がありました。オーストラリアの宇宙産
業・宇宙政策の動向紹介、さらに宇宙政策は如何にあるべき
かのパネルディスカッションが行われました。午後からはパラレ
ル 4 トラックで研究発表がおこなわれました。16 日午前の前
半 は、プ レ ナ リ ー・セ ッ シ ョ ン と し て GPS・GLONASS・QZSS・
COMPASS の開発の動向と Light Squared 問題の解説が行わ
れました。Galileo については 15 日午前のセッションのプログラ
ムにあったのですが、キャンセルされました。目についたのは、
測地関係の調査と CORS の展開に関する研究発表が、オー
ストラリアから 18 件もあったことです。日本の 1/6 の人口で
20 倍の国土の管理には衛星測位は必須の要素であること
が、窺えます。そのほかでは、マルチ GNSS 受信のためのソフト
ウエア受信機、FPGA 受信機などの受信技術関係、センサー
フュージョン、電離圏/対流圏伝搬、オカルテーション、UAV、イ
ンドア測位等々でした。QZS に関わるものがオーストラリアから
2 件あったのは期待の高さを示してると思われます。Beidou/
Compass の紹介はありましたが、研究発表はほとん
ど無く、中国国内でも情報が行き渡っていないこと
が推察されます。
参加者数（論文数）はトータルで 237（152）で、国
別ではオーストラリア 130（79）、韓国 31（30）、中
国 19（12）、台湾 16(17）、日本 13（11）、欧州連
合 4、マレーシア・米国 3、カナダ・チェコ各 2(1）、イギリス・ロシ
ア・ニューギニア・ニュージーランド・オーストリア各 2、トルコ・サ
ウジアラビア各 1（1）、インド・ベルギー各 1 となっています。
当日のプログラムは IGNSS のホームページにあります。ご参照
ください。http://www.ignss.org/

IS-GPS/GNSS は今年は中国西安市にて 10 月 31 日～ 11
月 2 日まで開催されます。アブストラクトの締め切りは 7 月 1 日
になっていますが、いまのところ、ホームページを見に行っても
受け付けの気配はありません。以下の URL を時々チェックして
ください。 http://www.gpsgnss2012.com

IS-GPS/GNSS 2011 におけるプレナリー・セッション

IS-GPS/GNSS 2011 における懇親会のアトラクション
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平成 24 年度 測位航法学会全国大会のお知らせ
開催日時： 平成 24 年 4 月 18 日(水)・19 日(木)・20 日(金)
開催場所： 東京海洋大学 品川キャンパス 楽水会館
参加登録方法： Web 登録
登録〆切日：一般参加者・4 月 11 日(水)
研究発表者・3 月 30 日(金)

4 月 19 日(木)総会・懇親会
4 月 20 日(金) 研究発表会 （発表募集中）

予稿提出要領
（１）A4・1 枚 PDF 電子ファイルで提出してください。
（２）受付期間内であれば何度でも差し換えできます。
（３）詳しくはテンプレートに従ってください。HP からダウンロード。
4 月 18 日(水)・19 日(木)「GNSS 受信機セミナー」
（４）原稿送付先： info ＠ gnss-pnt.org
セミナー①
（５）提出期限： 2012 年 4 月 2 日 ( 月 )
１. タイトル： GNSS 受信機の概要（アンテナ信号入力から、擬似 研究発表者の方へ
距離出力まで）
（１）ご自身の発表前のブレイク時間までに会場へお越しください
２. 講師：荒井 修氏
その時間に会場設置の PC （ Windows office 2007 ）へ発表
３. 対象：
資料を入れてください。 PC 持込みも可です
初中級者・電子回路や信号処理について一通りの知識をお持ち （２）発表時間 15 分・質疑応答 5 分を予定しています。
の学部４年～修士課程の方を中心と考えておりますが、GNSS、
特に受信機そのものにご興味のある方ならどなたでも歓迎です。 参加費
４. 日時：
事前登録
正会員
非会員
学生会員 学生非会員
平成２４年４月１８日（水）～１９日（木）
５. 方針：
セミナー
￥10,000 ￥15,000
￥3,000
￥5,000
GNSS 受信機の信号入力端であるアンテナから、擬似距離、搬
研究発表会
無料
￥5,000
無料
￥1,000
送波位相を観測し、そのデータを出力するまでのハードウエア、ソ (聴講/発表)
セミナー参加者 無料
フトウエアの解説が主な範囲です。信号は最も基本的な GPS L1
C/A コードを中心に解説致します。数式は出来るだけ用いず、で
懇親会
￥3,000
￥1,500
きるだけ物理的、直感的な理解が進むように致します。測位演
当日登録
正会員
非会員
学生会員 学生非会員
算に関しては、基本的なものを紹介するに止めます。次に、アナ
ログ、デジタル回路、デジタル信号処理ソフトウエアの具体例を示
セミナー
￥11,000 ￥16,000
￥4,000
￥6,000
し、各要素をより詳しく解説致します。最後に高感度受信機やそ
研究発表会
無料
￥6,000
無料
￥2,000
の他のトピックスについて簡単に紹介いたします。
(聴講/発表)
セミナー参加者 無料
６. セミナー内容（案）
1) GNSS 受信機の概要
懇親会
￥3,000
￥1,500
2) 測位演算の原理
3) アナログ部の構成、各部解説
【支払方法】
4) デジタル信号処理回路
①参加登録後、登録確認メールをご確認のうえ下記の銀行口
5) 信号処理ソフトウエア
座へお振り込みください。
6) 高感度受信機やその他のトピックスについて
②領収書・請求書が必要な場合には登録フォーム備考欄にてご
７．テキスト（精説 GPS 第二版）
連絡ください。
セミナーではテキスト（精説 GPS 第二版）が無くても受講できるよ ③領収書は全国大会当日の名札の中へ入れてお渡しします。
うに資料をそろえてありますが、精説 GPS 第二版を読んでいた 【銀行口座】
だければさらに理解が深まりますのでご参照をおすすめします。 三菱東京 UFJ 銀行 深川支店(店番 086)
普通口座 口座番号:0134656 名義:シヤ）ソクイコウホウガツカイ
セミナー②
【振込期限】4 月 13 日(金)
１．タイトル： GNSS ディファレンシャル補正技術（擬似距離による お問合せ先 ： 測位航法学会・事務局
位置計算と SBAS/MSAS の使い方）
℡＆ Fax ： 03-5245-7365 Email ： info@gnss-pnt.org
２．講師：坂井丈泰 氏（電子航法研究所）
会場案内 東京海洋大学 品川キャンパス
３．対象： GPS 受信機内部における測位演算、特にディファレン ・JR 線・京浜急行線 品川駅港南口(東口)から徒歩約 10 分
・東京モノレール天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約
シャル補正処理の具体的手順や注意点、SBAS/MSAS メッ
セージの構成・内容等に興味のある方。事前の質問等も歓迎し 15 分
・りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約 20 分
ますので、学会事務局にお知らせください。
４．日程：平成２４年４月１８～１９日
５．セミナー内容（案）
（１）GPS の測位演算
（２）ディファレンシャル補正
（３）RTCM 補正情報
（４）広域ディファレンシャル補正
（５）ICAO SBAS 補正情報
（６）SBAS メッセージ
６．テキスト：調整中です。しばらくお待ちください。
*事前の質問等を歓迎します（学会事務局にお知らせください）。
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IMES 送 信
アンテナ
衛星航法工学研究室外観 P.5
屋上に JAVAD アンテナ

衛星航法工学研究室内部 P.5
編集後記
本号では、測位技術の応用の例として、東京大学大気海洋研
究所の塩見様に GPS ロガーによる海鳥の移動の研究について、
また自治医科大学の藍原様と測位衛星技術株式会社の石井
様に医療現場での測位利用について、大変興味深いお話を寄
稿していただきました。測位技術がさまざまな分野でどんどん使
われていくことに期待がふくらみます。
４月１８日から 20 日まで本学会の全国大会が開催されます。
研究発表の登録締め切りは３月３０日です。GNSS の基本技術に
関するセミナーも併催されます。ふるってご参加ください。
ニューズレター編集委員会 委員長 臼井澄夫

法人会員

1 月下旬なのにこの陽気。ニューポートビーチでの
ランチタイム（ION-ITM 2012 P.9）

特別法人会員・法人会員募集中。
ご協力をお願いします。 P.7

日本電気株式会社
測位航法学会 事務局
〒 135-8533 東京都江東区越中島 2-1-6 東京海洋大学 先端科学技術研究センタ２ F
TEL ＆ FAX ： 03-5245-7365 E-mail ： info ＠ gnss-pnt.org URL ： http://www.gnss-pnt.org/
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