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ＶＲＳ (Virtual Reference Station)

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ測量
には数種類の方式があるが、
本編ではＶＲＳ方式を用いた
利用事例を扱う。

アジア航測株式会社アジア航測株式会社

ＲＴＫ－ＧＰＳ方式を約10年程前に導入

（伝送距離の制限等）

実業務にはあまり使用されなかった。



作業面でのＶＲＳの特徴

既知点にいく必要がない

観測時間が早い（１０秒）

計算工程がない

軽装（写真）

ﾎﾟｰﾙ（支棒付）での観測も可能

Fixするためには、電子基準点と
共通する５衛星以上が必要なの
で､いつでも観測可能ではない。
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POS（Position and Orientation
System）を用いたセンサー計測
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電子基準点



航空レーザ測量における精度検証事例
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半径1m

検証点位置 ﾚｰｻﾞ-計測点

検証点におけるデータ抽出法

＋ 検証点
＋ レーザ計測点



＋ :検証点
・ :レーザ計測点 アジア航測株式会社アジア航測株式会社

航空レーザ計測点のオルソ画像



航空レーザ測量の検証点観測
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航空写真撮影における精度検証事例
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デジタル航空カメラ

ＤＭＣによる撮影画像



航空写真撮影における検証点観測
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ＶＲＳによるカメラ位置計測の事例
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ＶＲＳによるメッシュ計測の事例
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既設基準点成果との比較（１）
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Ｘ Ｙ Ｈ 基準点成果との差 

基準点成果 基準点成果 基準点成果 基準点種別 セット

ＶＲＳ観測結果 ＶＲＳ観測結果 ＶＲＳ観測結果
ｄＸ ｄＹ ｄＨ 

 -66862.533 -41471.922 14.372 ----- ----- ----- 

１ -66862.549 -41471.915 14.411 -0.016 0.007 0.039１級基準点 

２ -66862.542 -41471.914 14.392 -0.009 0.008 0.020

 -70409.144 -39676.039 10.794 ----- ----- ----- 

１ -70409.147 -39676.031 10.798 -0.003 0.008 0.004１級基準点 

２ -70409.148 -39676.030 10.785 -0.004 0.009 -0.009

 -16833.135 -140.331 3.800 ----- ----- ----- 

１ -16833.119 -140.345 3.830 0.016 -0.014 0.030１級基準点 

２ -16833.130 -140.343 3.822 0.005 -0.012 0.022

 -17262.171 681.403 2.476 ----- ----- ----- 

１ -17262.156 681.400 2.506 0.015 -0.003 0.030１級基準点 

２ -17262.169 681.393 2.488 0.002 -0.010 0.012

 



既設基準点成果との比較（２）
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Ｘ Ｙ Ｈ 基準点成果との差 

基準点成果 基準点成果 基準点成果 基準点種別 セット

ＶＲＳ観測結果 ＶＲＳ観測結果 ＶＲＳ観測結果
ｄＸ ｄＹ ｄＨ 

 -------- -------- 534.874 ----- ----- ----- 

１ -------- -------- 534.838 ----- ----- -0.036一等水準点 

２ -------- -------- 534.850 ----- ----- -0.024

 -------- -------- 710.467 ----- ----- ----- 

１ -------- -------- 710.457 ----- ----- -0.010一等水準点 

２ -------- -------- 710.448 ----- ----- -0.019

 -------- -------- 575.752 ----- ----- ----- 

１ -------- -------- 575.726 ----- ----- -0.026一等水準点 

２ -------- -------- 575.720 ----- ----- -0.032

 -------- -------- 596.039 ----- ----- ----- 

１ -------- -------- 596.008 ----- ----- -0.031一等水準点 

２ -------- -------- 596.015 ----- ----- -0.024

 

 



一等水準点での観測
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今後の展望

アジア航測株式会社アジア航測株式会社

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ測量の観測方法

・直接観測法：基準点測量

・間接観測法：基準点測量

・単点観測法⇒作業効率、機動性に優れている

現在は地形測量において可能であるが

基準点測量において可能になるため、

効率的な計測方法、定量的な精度管理方法
の検討が期待される。



アジア航測株式会社アジア航測株式会社

ご清聴ありがとうございました

アジア航測株式会社

白戸 丈太郎
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