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つくば市ロボット特区を対象とした高精度衛星測位の利用環境の整備 
 

− つくばチャレンジの場を使ったRTK測位の実証実験について −	

岡本　  修（茨城工業高等専門学校）	

2016/7/9　11:00〜　つくばチャレンジ説明会	
（つくば国際会議場）	

お願い 
本資料の内容を引用する場合， 
出典元が示されている資料については， 
出典元より新たに引用の許可をお取り 
頂くようにお願い致します． 
	



+
本日の内容	
1.  衛星測位法の分類 

n  RTK法 

n  測位精度 

2.  建設分野における衛星測位の利用 

3.  高精度衛星測位の問題点 
n  問題1：測位可能範囲の制限 

n  問題2：導入コスト 

4.  ローコスト受信機の実力 
n  木周辺，壁際の測位精度 

n  初期化性能，構造物周辺のFix維持性能 

5.  つくば市ロボット特区における高精度測位利用環境の整備 

6.  おわりに 

補足　GPSとGLONASS併用による問題点（BeiDou利用による回避） 
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+衛星測位における高精度測位（RTK法） 

測位法から見る高精度測位 
	

携帯電話，カーナビ	

公共測量	

工事測量	

1台のみ	

2台必要	

GIS調査	

10m	

1-3m	

1cm	

数cm	

搬送波位相の 
観測が必要	

リアルタイムキネマティック 
(RTK)法	

データ通信手段が必要	RTK : Real-Time Kinematic →　高精度（精度数cm） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアルタイム 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測位精度の保証（する方法論の一つ，Fix解） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高価，測位可能範囲の制限，データ通信手段必要 
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（次世代） 
単独高精度測位 
　PPP 
　PPP-AR 
　PPP-RTK ーーーーー→ 

数cm	



+衛星測位における高精度測位（RTK法） 
測位精度の要因	

n 測位精度の違いは使っている物差しの目盛りの違い 

n 単独測位，ディファレンシャル 
n  信号：C/Aコード　1.023MHz 

n  荒目盛り300km，中目盛り300m，細目盛り1m　→　測距精度 

n  RTK法 
n  信号：搬送波1.5GHz(L1)，（1.2GHz(L2)） 

n  荒目盛り20cm，細目盛り2mm　→　測距精度 

n  搬送波を観測できる高価な受信機が必要 

n  弊害：波数が何個あるかわからない 

（この問題解決が初期化（整数値バイアスの決定）） 

Float解：精度1m〜20cm（波数決定のため収束させている状態） 

Fix解　：精度	数cm　　（波数決定完了） 
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+
建設分野における衛星測位 
RTK法の利用	

n  1994年　RTK法導入 

n 雲仙普賢岳の無人化施工 

n 情報化施工の実例紹介 
n  事例：海洋工事施工支援システム 

n 国交省が推進する「情報化施工」 
n  情報化施工とは，通達等 

n  イメージ 

n 公共測量 
n  機器分類（公共測量作業規程準則） 

n  国土地理院構築の電子基準点網 
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+建設分野における衛星測位 
雲仙普賢岳の無人化施工	

建設無人化施工協会HPより引用	

建設機械の測位にGPS利用	

遠隔操作室（現場から3km）	

建設機械の遠隔操縦	
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+建設分野における衛星測位 
情報化施工とは，通達等	

n  情報化施工は、建設事業の調査、設計、施工、監督・検査、維持管理
という建設生産プロセスのうち「施工」に注目して、Ｉ	Ｃ	Ｔ	の活
用により各プロセスから得られる電子情報を活用して高効率・高精度
な施工を実現し、さらに施工で得られる電子情報を他のプロセスに活
用することによって、建設生産プロセス全体における生産性の向上や
品質の確保を図ることを目的としたシステムです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（国交省HPより抜粋） 

n  通達等 
n  ICTを活用した施工管理「施工管理要項」 

n  TS・GNSSを用いた盛土の締め固め管理要項，監督・検査要領 
n  情報化施工関連通達 

n  情報化施工推進会議の設立（H20.2.25） 
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+建設分野における衛星測位 
情報化施工のイメージ 
道路工事　	
道路工事  

路盤仕上げ作業に欠かさず必要であった水糸と丁張りに時間をかける必要はありません。

重機オペレータは座席に座ったまま計画高からの差を把握することが可能、大幅な作業の

効率化が望めます。作業の簡便化とコスト削減を同時に実現します。

P63 mmGPS
3D-MC mmGPS フィニッシャー 20p

PS
自動追尾トータルステーション 12p

TA-1
2D-MC フィニッシャー 23p

Z63 LPS 17p

TS転圧管理システム 19p

3Dxi
3D-MG GNSS ショベル 18p

10pRTK-GPS

16p3D-MC/3D-MC2 GNSSドーザー

3D-MC TS ドーザー

14pG63 mmGPS
3D-MC mmGPS グレーダー

GNSS固定局 

シリーズ

Z63 GNSS

トプコンソキアHPより引用	

Imaging Station
IS(MCバージョン)

Z63 LPS システムはセットアップが簡単なので工

期の短い現場や小規模な現場でも導入しやすいシス

テムです。

小規模現場対応 

敷き均し土量が多い時には切土・盛土を確認しなが

ら作業ができます。最終の敷き均しでオートモード

で設計面に合わせた施工が可能です。

敷き均しの自動化 

敷き均し作業で排土板の高さを自動制御

■ システム構成 ■ システム構成 

3D-MC TS ドーザー　Z63 LPS
上空視界に左右されないシームレスな情報化施工を実現。

道路工事 ◎ 造成工事 ◎ 河川工事 ○ 圃場工事 ○ トンネル工事 ◎ 道路工事 ◎ 造成工事 ◎ 河川工事 ○ 圃場工事 ○ トンネル工事 ー 

高低差の大きな現場や複雑な形状の現場でもリアル

タイムに切土量、盛土量を確認しながら作業が可能。

高低差の大きな現場へ対応 

設計面をバックデータとすることで最小限の敷き

均し回数で作業をすることが可能。

効率的な敷きならし作業 

後進施工の場合もブレードの高さを自動制御する

ことでオペレーターは後方の確認に集中、作業の

安全性と仕上げの作業精度が向上。

オートリバース 
マシンコントロールからマシンガイダンスまで豊富

なラインアップをご用意。

豊富なラインアップ 

油圧バルブ

スロープセンサー

ジャンクションボックス 

コントロールボックス
GX-60

A7プリズム 

GPSでは上空視界が確保できずに利用できない場所でも
TS(MCバージョン)なら場所に左右されずに利用するこ
とが可能です。山間部やトンネル、都市部など上空視界
の悪い現場においても幅広く活用できるシステムです。

シームレスな情報化施工を実現

ワンマン測量にも対応
マシンコントロールセンサーとして利用しない時は自動
追尾トータルステーションとして通常の測量作業に活躍
します。従来よりも格段に機材の稼働率が向上します。

Z63 mmGPSは高精度に排土板の高さを自動制御できる
システムです。精度の高い敷き均し厚の管理が可能です。

Z63 mmGPS

Z63 GNSSはブレードの自動制御が可能なシステムです。
複雑な起伏のある設計面も自動でこなせるシステムです。

Z63 GNSS

3Dドーザー Lite
3D-MG GNSS ドーザー

このシステムは、キャビン内に設置したデータコレクタ上
に、RTK-GPSで位置計測を行ない、設計面までの施工高を
上下矢印で表示するシステムです。
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3D-MC GNSSドーザー  Z63 GNSS 

油圧バルブ

スロープセンサー

ジャンクションボックス

コントロールボックス
GX-60

G3-A1MG3 A1M

MC2センサー

mmGPSセンサー
PZS-MC&G3-A1M

コントローラー
MC-R3（GNSS用）*

コントローラー
MC-R3（LPS用）*

Z63 3D-MC2は新開発のMC2センサーにより、高速走行
で高精度な排土板制御が可能です。
従来、最終仕上げは2速ハーフ以内のギアで行っていまし
たが、Z63 3D-MC2は3速での施工が可能で、仕上がり
はモーターグレーダーに匹敵する滑らかさを実現します。

Z63 3D-MC2

高速高精度なマシンコントロールシステム

無線

ポジショニングゾーンレーザー
トランスミッター
PZL-1A

（スクエア）

*アップグレードすることにより、LPS対応が可能です。 *アップグレードすることにより、GNSS対応が可能です。

Power Station 
PS-103AS
(MCバージョン)

切盛り，締固め土工事に衛星測位を利用	
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+建設分野における衛星測位 
公共測量	

n 公共測量作業規程（準則） 
n  公共測量に衛星測位利用のための整備 

n  3〜4級基準点測量に利用可能  
  

n 機器の分類 
n  スタティック 
移動局，基準局受信機を固定， 

1時間以上観測後に後処理解析 

 

n  ネットワーク型RTK 
電子基準点のデータを用いた 

仮想基準点方式RTK 
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国土地理院HP：公共測量作業規程（準則）より引用	
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+建設分野における衛星測位 
公共測量 
電子基準点	

n これほど密に配置している国はない 

n 地震大国・・・地殻変動の監視 
n  国土交通省国土地理院 

n  東京大学地震研究所，京都大学防災研究所 

n  大学，研究機関．．． 

n 電子基準点 
n  全国約1300箇所に設置（平均20km毎） 

n  高さ5mステンレス製タワーにアンテナと受信機を内蔵 

n  約1300点全点をネットワーク接続 

n  リアルタイム配信可能 

n  地震，火山活動，地殻変動の監視，測量基準点 

n  RTK法の基準点として利用可能は商用配信サービス 

電子基準点（つくば３） 
国土地理院内	
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+
高精度衛星測位の問題点	

n  1994年から高精度測位（特にRTK法）の活用に取り組む 

n 普及分野：位置計測がお金に積算できる特定の業界に限定 
n  測量：測量業者（公共測量作業規定に衛星測位が認定） 

n  工事測量：ゼネコン（海工事，土工事における測量・出来型管理） 

n 普及を阻む要因 
n  測位可能な範囲の制限（利用したいところで使えない） 

n  導入コスト（高価で投資コストを回収できない） 

n  使いづらい（利用する業界のスタイルに合わせていない） 
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+高精度衛星測位の問題点1 
測位可能範囲の制限	

n 衛星測位　→　屋外で上空が見える必要あり 
（携帯電話等の受信機は高感度受信機　→　測位精度と受信感度をトレード） 

n 利用環境で使い勝手が大きく異なる 
n  海・・・上空に障害物なく最適　→　普及 

n  陸・・・ビル等の構造物，木々，山等の傾斜地 

　　　　→　障害物により空が隠れ，測位計算に必要な衛星数を確保できない	

東京海洋大学 久保先生 提供資料	衛星測位に障害がある環境の一例	
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+衛星測位の展望 
衛星測位システムの将来	

n 現在の観測衛星数（東京） 
n  （上図）GPS + QZSS  　　　　→　12衛星 

n  （下図）GPS + QZSS +GLONASS     

                    + BeiDou + Galileo     →　32衛星 

n 遮蔽・マルチパスの影響 
n  構造物，木々．．． 

n  GPSのみ　　→　衛星数が不足 

　　　　　　　　質の悪い衛星を使わざるを得ない 

　　　　　　　　　測位計算できない　 

 

n  マルチGNSS→　衛星数に余裕 

　　　　　　　　	質の悪い衛星を排除，精度改善 

東京海洋大学 久保先生 提供資料	
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+衛星測位の展望 
衛星測位システムの将来	

n 〜2000年初頭 
GPSのみの利用・・・30機 

n  2010年〜 
+ GLONASS + QZSS 

　　　　　　　・・・55機 

n  2016年 
+ BeiDou + Galileo 

　　　　　・・・100機以上 

 

ここ数年がマルチGNSS化　
による大きな変革期 
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JAXA　小暮先生　提供資料（2013年11月現在）	

マルチGNSSの衛星数の推移	
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+

Tokyo University of Marine Science and Technology

Laboratory of Satellite Navigation Engineering
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高精度衛星測位の問題点１　測位できる場所の制限 
BeiDouの打上計画の進捗	

H24.5.16SPACフォーラム（安田明生先生）発表資料より	
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•  GPS等と同様の6つの軌道面に各4衛
星の配置計画を持つMEO（現9機） 

 
•  赤道上に配置される静止衛星

GEO（現5機） 
 
•  8の字軌道となるIGSO（現6機） 
 
３つの軌道を組み合わせた36機の配置
を計画（現20機） 
 
 

webサイト「準天頂衛星システム」提供　
GNSS View 

（東側に衛星が少なく西側に片寄る配置） 



+衛星測位の展望 
アジアの状況	

16 
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����������
Showcase of New GNSS Era

10                15                20                25      30                35

Visible satellite number (mask angle 30 degrees)

GPS(27)+Glonass(24)+Galileo(30)+COMPASS(35)+IRNSS(7)+QZSS(3)+SBAS(7)

2020:

JAXA　小暮先生　提供資料（2010年作成資料）	



+高精度衛星測位の問題点2 
導入コスト 
n  1994年　RTKの日本導入 
　　　　 Trimble4000SSE  2700万円，Ashtech Z-12  2400万円 

n 必要要件 
n  搬送波位相を観測できる受信機 

n  L1/L2の2つの受信対応 

n  基準局と移動局の2台が1セット 

n  基準局データの通信手段 

n  受信機1台100〜200万円程度 

n  高コスト　→　多点計測の障害 

n 電子基準点の利用 
n  国土地理院が構築した約1200点のGNSS観測網 

n  VRS（仮想基準点方式）の利用で基準局不要 

　（月3万円（使い放題）の利用料） 

 

　　　　 

GPS衛星

基準局

GPS受信機

GPSアンテナ

基準点

GPSアンテナ

三脚

移動局

整準台

PC

モバイルルータ

Internet

モバイルルータ

PC

GPS受信機

ThinkPad

高精度測位のシステム構成の一例	

「高コスト」が普及の障害	
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+ローコスト化・・・1周波GPS/GLONASS受信機 

GGSTAR	
n  1周波GPS/GLONASS受信機	

•  ローコスト，小型軽量，省電力な1周波GPS/GLONASS受信機 

•  RTKLIBにてRTK計算サポート 

•  RTKには基準局・移動局2台1セット＋PC2台と通信回線は必要 

•  RTKLIBとの組合せ 

•  Fixまでの時間で2周波RTKに遜色なし 

•  移動局側PCで測位計算，測位結果をアプリで受け取り可能	
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+
ローコスト化・・・オープンソースプログラムの利用 
An Open Source Program Package for GNSS Positioning 
RTKLIB	

n  測位計算をPC（Windows）上のプログラムで実行 
n  従来は受信機内部のプロセッサで測位計算　→　RTKはオプション 

n  ローレンジの受信機にはメーカからRTKファームウェアの提供なし 

n  詳細なパラメータ設定，リアルタイム・後処理の分析が容易 

n  受信機＋PCは必要 

n  オープンソースとは．．． 
n  東京海洋大学の高須研究員が作成，RTK普及を第一目的，世界的にも十分な知名度 

n  ノンサポート，オウンリスク 

n  ライセンス形態：Ver.2.4.2〜 ・・・　BSD 2-clause license（2条項BSDライセンス）

n  「無保証」・「著作権およびライセンス条文の表示」が再頒布の条件 

n  ソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布可能
  　　　　　　　　　 

導入コストはかからない．．．決して製作費がかかっていない訳ではない！！ 

n  ノンサポート，オウンリスク　→　大丈夫？ 
n  受信機内蔵の測位計算フォームウェア・・・サポートに何を期待？，ブラックボックス，高価 

    　　メーカ，機種毎に測位計算が変わる．．． 

　　　→　測位性能を評価する上でブラックボックスは超えられない限界 
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+
機器構成1 
PCにて測位計算	

GNSS衛星

基準局

GNSS
受信機

GNSSアンテナ

基準点

GNSSアンテナ

三脚

移動局

GNSS
受信機

パソコン

WiFi

モバイルルータ Internet モバイルルータ

WiFi

パソコン

ThinkPadThinkPad

アンテナ
ポール

無線機 無線機
無線機の場合

モバイルルータによるIP通信の場合

RTKLIB RTKLIB

or
基準局のGNSS
アンテナは基
準点上に固定
設置する必要
があります

固定設置された基準局
で観測したデータを毎
秒遅れなく移動局に伝
送する必要があります
．

基準局と移動局で観測したデ
ータからRTKLIB（RTKNAVI）
により毎秒RTK法で測位計算
をします

モバイルルータによるIP通信に必要なソフトウ
ェアもRTKLIB（STRSVR）に用意されています．
共通フォーマットRTCM3への変換機能でデータ
圧縮すれば，スループットの低い無線機の利用
も可能です．

このGNSSアンテ
ナの位置を毎秒
数cmの精度で計
測するのがRTK法
です．

20	

・パソコンが必要（Windows，Linux版） 
・受信機価格：比較的安価 
・u-blox社M8T,  NovAtel社OEM-Star, OEM-615など 



+
機器構成2 
受信機内部で測位計算	

21	

GNSS衛星

基準局

GNSS
受信機

GNSSアンテナ

基準点

GNSSアンテナ

三脚

移動局

GNSS
受信機

WiFi

モバイルルータ Internet モバイルルータ

WiFi

アンテナ
ポール

無線機 無線機
無線機の場合

モバイルルータによるIP通信の場合

or
基準局のGNSS
アンテナは基
準点上に固定
設置する必要
があります

固定設置された基準局で
観測したデータを毎秒遅
れなく移動局に伝送する
必要があります．

このGNSSアンテ
ナの位置を毎秒
数cmの精度で計
測するのがRTK法
です．

・パソコン不要 
・受信機価格：比較的高価 
・NVS社NV08C-RTK，u-blox社M8Pなど 



+ 1周波GPS/GLONASSの測位性能 
測位精度の検証1 
ー	木の周辺	ー	

n 実験条件	

•  スライドレール（直線約3m）を手動で20往復 
•  再現性（トレース）の評価	
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+ 1周波GPS/GLONASSの測位性能 

測位精度の検証1 
ー	木の周辺	ー	

n 結果	

1cm / division 	

Antcom / RTKLIB (SNR Mask 46dB-Hz,Fix 93.3%) 10cm / division 	

•  SNR Maskを46dB-Hzに設定，衛星を選択 
•  木の下側端：最大40mm，その他：30mm程度 
•  東西方向に比べて南北方向のぶれが大きい 
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+ 1周波GPS/GLONASSの測位性能 
測位精度の検証2 
ー	壁際	ー	

n 実験条件	
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+ 1周波GPS/GLONASSの測位性能 

測位精度の検証2 
ー	壁際 ー	

n 結果	

SNR Mask 45dB-Hz,  
10cm / division 	

1cm / division 	

1cm / division 	

• SNR Mask　45dB-Hzで衛星選択 
• トレース直交方向のぶれの大きさ： 
　最大20mm, その他:10〜15mm 
 
• 両端のぶれの大きさ：差がなし 
 
• 木の下より壁際のぶれは小さい	
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+

建物北側	

建物南側	

1周波GPS/GLONASSのFix維持性能 
　　　構造物周辺での測位（1周波+RTKLIBと2周波の比較）	

n  1階建構造物（20m×50m）の周囲を沿うように歩行 

n  観測者は1周波，2周波の二つのアンテナが構造物壁に平行に位置するよう持ち，
構造物の影響が同じになるように移動 

n  構造物北側には大きな木があり，木の下を通過する部分が1箇所 

n  構造物北側では軒下に入るルートをとり，天頂が軒で隠れるように歩行した．		
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+ 1周波GPS/GLONASSのFix維持性能 

　　　構造物周辺での測位（1周波+RTKLIBと2周波の比較）	
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1周波+RTKLIBのFix, Floatの状況（Fix率95.7％）	
（構造物周り歩行1回目）青がFix，黄色がFloat 

2周波のFix, Floatの状況（Fix率69.6％）	
（構造物周り歩行1回目）青がFix，黄色がFloat 

n  構造物南側の木の下で2周波，1周波+RTKLIBともにFloatに落ちたが，2周波がFix復帰に時間がかかる 

n  2周波は構造物西側でもFloatに落ちたまま復帰に時間がかかっている． 
 
n  構造物北側では，途中から軒下に入り込み天頂が隠れる状況となるが，ともに一時的にFloatに落ちるも

のの，短時間でFixに復帰	



+
つくば市ロボット特区における高精度測位 
利用環境の整備	

n  基準局データの配信環境の構築 
n  鈴木太郎先生（早稲田大学） 

n  測位航法学会GNSSロボットカー実行委員長　入江先生（熊本高専） 

n  （運用評価）内村先生（芝浦工大） 

n  基準局の機器設置と運用 
n  坪内先生，大矢先生（筑波大）の協力の下，筑波大学で設置場所確保（L棟屋上） 

n  長期間の配信サービス継続を想定 

n  基準局の運用 
n  当初（初年度）は茨城高専所有の受信機を中心に基準局設置を検討 

n  基準局の観測データはモバイルルータ経由で外部の配信クラウドサーバへ． 

　このサーバからユーザへ配信（Ntrip方式） 

n  ユーザは移動局側だけ準備，モバイルルータでNtripサーバから基準局データの配信を受ける
（ユーザ認証にてアクセス制限，申請者に開放） 

n  つくばチャレンジ 
n  衛星測位がどこで使えてどこで使えないか試走で確認 
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+筑波大学のGPS基準局設置計画	
29	

・既存のGPS基準局を再利用 
・7月末の運用開始に向けて準備中	



+
おわりに	

n 高精度測位の普及が進まない要因 
n  マルチGNSSに対応した高価な受信機を新規導入（更新）するユーザは少ない 

n  システム開発者が高コストを理由に敬遠 

n 高精度測位の普及に向けて 
n  多衛星時代　　→　測位可能範囲の拡大 

n  ローコスト化　→　導入のハードルを下げる 

n  測位性能は？（不安）　→　十分な性能あり（測位精度は高級機とほぼ同等） 

ただし，万能ではない！！ 

n つくばロボット特区での利用環境整備の目的 
n  ロボットの研究者，学生，エンジニアに衛星測位を見直して欲しい 

n  多くの人に衛星測位の現状を知って貰うことが普及に不可欠 

n  つくばチャレンジの試走で使えるように配信サービスを提供 

n  7月末までに配信を開始したい 
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+補足：GPSとGLONASS併用による問題点（BeiDou利用による回避） 

GLONASSチャンネル間バイアス	
n  IFB: Inter Frequency Bias の略 

n  FDMA方式を採用するGLONASS（衛星毎に周波数が異なる） 

n  衛星毎のコード及び位相で発生するバイアス，受信部で発生	 

n  （基準局・移動局の）受信機とアンテナの遅延特性の違いが原因 
n  同一機種：アンテナ間では一重差で相殺 

　（ローコスト受信機では相殺できないもの多数） 

n  異機種での解決策： 

n  IFBは搬送波周波数に対して線形な特性   

n  受信機種毎のIFBの傾きをテーブルとして与えることで補正可能 

n  IFBの弊害 
n  Fixしない（Ratioがあがらない），ミスFixする		 

n  ローコストな機種では同一機種であっても症状がでる 

n  IFBとは無縁なBeiDouを利用することで回避 
n  ここではBeiDouで問題となる衛星数や衛星配置の片寄りの影響がないか実験で確認	
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+

GNSS衛星

基準局

GNSS
受信機

GNSSアンテナ

基準点

GNSSアンテナ

三脚

移動局

GNSS
受信機

パソコン

モバイルルータ Internet 携帯電話（テザリング）

WiFi

パソコン

ThinkPadThinkPad

アンテナ
ポールRTKLIB RTKLIB

自動車

補足：1周波GPS/BeiDouの測位性能の評価 
実験概要	

n  GNSS受信機：センサコム社 SCR-u（u-blox社 NEO-M8T） 

n  アンテナ：リットー社TW3400GP（Tallysman TW3400にグランドプレーン追加） 

n  RTKLIB Ver.2.4.2　仰角マスク15[°]，SNRマスク 42[dB-Hz] 

n  M8TでGPS + BeiDou + QZSS　受信を選択 

n  実験は自動車と徒歩：Fix維持性能に絞って報告	
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+ 補足：1周波GPS/BeiDouの測位性能の評価 
その1　市街地を自動車で移動：Fix維持性能 
実験環境	
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1周約2kmの市街地道路	

西側は道路幅5.5ｍの住宅地	

北	

南	

西 

東	



+ 補足：1周波GPS/BeiDouの測位性能の評価 
その1　市街地を自動車で移動：Fix維持性能 
測位結果１	

n  走行開始後にすぐFix 

n  赤丸：遮蔽が厳しい場所 

n  この周回はFix解を維持 

n  Float解に落ちた後にFix解
に復帰できない周回あり 

n  受信機ファームウェアの
問題であり更新で改善と
の情報 
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北	

南	

西 

東	

（緑：Fix，黄色：Float） 



+ 補足：1周波GPS/BeiDouの測位性能の評価 
その1　市街地を自動車で移動：Fix維持性能 
測位結果２	

一例として．．． 

n  南西角の交差点で垣根と店舗で挟まれる
厳しい環境 

n  RTK測位の結果は綺麗にトレースできて
いる 

n  この交差点では信号で停止しているとFix
解を維持することが難しい 
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北	
実線：RTK 測位
点線：単独測位

1マス 2m

上記写真

垣根で車が隠れる



+補足：1周波GPS/BeiDouの測位性能の評価 
その2　構造物周囲を徒歩で移動：Fix維持性能 
測位結果	
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測位結果：Fix, Floatの状況（緑：Fix，黄色：Float） 

•  北側は構造物の壁際
を通り開空が北側半
分となる厳しい環境 

 
•  西側は3階建て構造

物と木々に挟まれ，
木の下を通る厳しい
環境 

•  どちらもFix解を維持 

•  Fix解を維持できず一
時的にFloat解となる
周回もあった	

北	

南	

西 

東	


