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Abstract: This study examines the return time from positioning interruption during walking using the Centimeter Level 

Augmentation Service by QZSS. Specifically, a receiver and antenna were attached to a senior car chair and walked. Using 

Mitsubishi Electric Corporation's AQLOC-Light, eight laps of the observation route were walked to verify the return time. The 

experimental results showed that the return time was generally less than 10.0 seconds for the Float solution and less than 30.0 

seconds for the Fix solution. On the other hand, there were some cases in which the recovery time was longer than 1 minute. 

 

１． はじめに 

準天頂衛星システム（QZSS：Quasi-Zenith Satellite 

System）とは，準天頂軌道の衛星が主体となって構成

されている日本の衛星測位システムであり，通称みち

びきと呼ばれる．2018 年 11 月から 4 機体制で運用が

開始され，2024年には 7機体制で運用が開始される予

定である．QZSS の測位補強サービスであるセンチメ

ータ級測位補強サービス（CLAS：Centimeter Level 

Augmentation Service）とは，国土交通省国土地理院が

全国に整備している電子基準点のデータを利用して補

強情報を生成し，QZSS 衛星から送信するサービスで

ある．CLAS は測量や情報化施工といった国土交通省

が推進する i-Construction での活用が想定されている[1]． 

CLAS は手軽で低廉であることから，歩行者への活

用にも適しており，その場合，アーケード街等での複

雑な環境での利用も想定される．QZSS 衛星の見通し

が確保できない場所では，補強情報の受信が中断し，

CLAS による測位は不可能になる．補強情報の受信が

再開した場合でも，CLAS による測位が再開するまで

には時間を要すると考えられるため，リアルタイムな

位置情報の提供が困難となる場合もある． 

既存研究として，山田ら[2]は，CLASによる自動車を

使用した移動測位実験を行い，測位結果の特性や課題

を報告している．また，牧野ら[3]は，CLASなどを用い

た歩行実験を行っているが，測位中断からの復帰時間

については触れられていない．  

本研究では歩行時における CLAS の測位中断から復

帰するまでの時間を検証する． 

 

２． 実験概要 

2022年 6月 9日に日本大学理工学部船橋キャンパス

にて，CLASによるシニアカーでの移動実験を行った．

シニアカーの速度は 4km/hとし，8回（1回約 3分）の

計測を行った．Figure 1は，実験ルートを示しており，

点線区間は天頂付近に遮蔽がある場所（以下，“天頂遮

蔽区間”と記載）を意味している．また，天頂遮蔽区

間の歩行時間は約 30秒である．なお，受信機は三菱電

機株式会社製の AQLOC-Light（F/W VER:SF-F3-19-003

-G）を使用し，測位結果の取得は 10Hz とした．アン

テナ高は，地表面から約 1.8mとした．ここで使用した

衛星測位システムは GPS，QZSS，Galileo の 3 種類と

した． 

実験ルート ：
天頂遮蔽区間：

 

Figure 1．Experimental route 

（Source: Created by the author based on Google Earth） 

 

３． 解析方法 

実験の結果は，各周の Fix 解，Float 解の復帰時間を

算出し解析した．Fix解とは，CLASなどの搬送波位相

測位における高精度測位解のことであり，整数値バイ

アスを整数値で決定した解である．Float解とは，搬送

波位相測位において精度が悪い状態で得られた位置測

定結果のことであり，整数値バイアスを実数値で決定

した解である．復帰時間とは，天頂遮蔽区間を出た瞬
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間から Float 解，Fix 解を取得するまでの時間である．

復帰時間は，天頂遮蔽区間を出た瞬間の時刻を手動で

記録し，観測データと照らし合わせ算出した． 

 

４． 解析結果 

Figure 2は，各周の Fix解，Float解の復帰時間を示

した図である．最も復帰時間が短い時で，Float 解は 1

周目の 3.3 秒，Fix 解は 3 周目の 7.6 秒であることが示

されている．5周目の Fix解，Float解の復帰時間は 70.0

秒前後に対し，他の周の復帰時間では，Float解は 10.0

秒前後であり，Fix 解は長くても 26.0 秒で復帰してい

ることが示されている． 

Figure 3，Figure 4は，3，5周目の移動軌跡をそれぞ

れ示したものである．3，5 周目を選択した理由は，3

周目は最も短い時間で Fix解を取得しており，5周目で

は，最も長い時間でFix解を取得しているからである． 

3，5 周目の移動軌跡図を比較すると，3 周目では，

天頂遮蔽区間後，6.2秒で Float解，7.6秒で Fix解を取

得し，オープンスカイ区間においても継続的に Fix 解

を取得し通過しているが，5 周目では，天頂遮蔽区間

後，69.9秒で Float解，70.0秒で Fix解を取得しており，

オープンスカイ区間においても継続的に単独測位解と

なっていることが示されている． 
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Figure 2．Return time after zenith shielding section 

●：Fix解
●：Float解
●：単独測位解

 

Figure 3．Migration trajectory（Round 3） 

（Source: Created by the author based on Google Earth） 

●：Fix解
●：Float解
●：単独測位解

 

Figure 4．Migration trajectory（Round 5） 

（Source: Created by the author based on Google Earth） 

 

５． 考察 

実験の結果より，CLASの Fix解の復帰時間は，概ね

約 30秒かかることが示された．そのため，復帰までの

測位には，他のシステムで補う必要があると考える． 

 

６． まとめ 

本研究では，歩行時における CLAS の測位中断から

復帰するまでの時間を検証した．Float 解や Fix 解への

復帰に要した時間は，Float解で概ね10.0秒以下であり，

Fix 解で概ね 30.0 秒以下であった．一方，復帰に 1 分

以上を要する実験回も一部で確認した． 

本実験では，CLASの測位中断から復帰するまでの時

間に着目をした．今後は，歩行だけでなく，停止した

場合による CLAS の測位精度検証を行う．実際の街中

では交通信号や横断歩道があり停止することが考えら

れる．したがって，交通信号などを仮定とし，歩行と

停止の繰り返しでの測位実験を検討する． 
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