
　携帯電話やカーナビでは、人工衛星によって現在位置を計算
しており、 位置を計算することを「衛星測位」と呼んでいます。 
　衛星測位では、衛星からの電波を受信して衛星から受信機に到達
するまでの時間を求め、電波の速度を掛算して距離を計算します。
　東西方向、南北方向、高さの三次元位置に加え、受信機時計を
未知数として計算するため、計４機の衛星が必要となります。
　衛星には原子時計を搭載して正確な時刻を刻んでおり、測位計算
の結果で受信機時計を原子時計に合わせることができるため、金
融機関などが正確な時刻の源泉として測位衛星を利用しています。
　衛星測位は、米国のGPS衛星を利用していることが多く、一
般的にGPSと呼ばれています。 

　準天頂衛星システム「みちびき」初号機は、 2010年9月11日に打ち上げられました。
　その後、2011年9月に「4機体制の整備」が閣議決定されたため、追加3機（準天頂軌道2機、静止軌
道1機）を2017年度に打ち上げ、2018年度から4機体制のサービスを開始しました。
　更に、2015年1月に策定された宇宙基本計画では、「2023年度をめどに持続測位可能な7機体制で
の運用を開始する」と決定されています。

  QZS-1 was launched on September 11, 2010.
  Afterwards, the cabinet decided in September 2011 to make QZSS into a 4-satellite constellation. The 
additional three satellites(two QZO and one GEO) were launched in FY2017, and services were begun as a 
4-satellite constellation in FY2018.
  In addition, a Basic Plan on Space Policy was decided in January 2015, a decision was made to begin 
operating QZSS as a 7-satellite constellation that allows sustainable positioning around FY2023.

  In satellite positioning, mobile phones and car navigation systems perform positioning by calculating 
one’s current position by satellites.
  Satellite positioning involves receiving signals from a satellite to observe the time to reach the 
receiver, which is multiplied by the signal speed to calculate the distance.
  At least four satellites are necessary because the receiver clock is 
calculated as an unknown quantity, in addition to three-dimensional 
positions (east-west, north-south, and height).
  The satellites keep accurate time by atomic clocks on board the 
satellite. Because the results of the positioning calculation can be used 
to calibrate the receiver clock to the atomic clock, the positioning 
satellites are used as sources for accurate time such as by financial 
organizations.
  Satellite positioning mostly uses GPS, so satellite positioning is generally 
called “GPS.”

準天頂衛星システム「みちびき」
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS; nicknamed “MICHIBIKI”)

Quasi-Zenith Satellite orbit (QZO)準天頂軌道 Advantages of QZSSみちびきの優位性

  Many countries are establishing 
and operating satellite positioning 
systems. However, unlike the 
systems of other countries, the 
Quasi-Zenith Satellite System 
(QZSS)  t ransmi ts  the  same 
signals as GPS. Accordingly, 
QZSS and GPS can be utilized as 
a single group of satellites.
  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s t a b l e  
positioning is made possible, and 
h i g h l y  p r e c i s e  l o c a t i o n  
information can be obtained.

　経度を維持したまま静止軌道に対して軌道面
を傾けると、地球の自転との関係から、直線で
はなく南北対象の「８の字」を描きます。
　この軌道を楕円にして、南北非対称の「８の
字」にしたものが「準天頂軌道」です。このよう
な特殊な軌道によって日本の天頂付近に長く留
まり、建物や山の影になりにくい位置から信号
を送信して、24時間サービスを提供します。

　多くの国が衛星測位システムの整備・運用を行っていますが、準天頂衛星システム
（QZSS）は、他国のシステムとは異なり、GPSと同じ周波数の信号を配信しているた
め、 GPSとQZSSを1つの衛星群として扱うことができます。
　このため、安定した測位が可能になり、精度の高い位置情報を得ることができます。準天頂軌道
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信号名称
Signal name

配信サービス
Transmission service Center 

frequency

中心周波数

初号機  QZS-1

ブロックIQ
Block IQ

準天頂軌道 QZO

1機 One satellite

ブロックIIQ
Block IIQ

準天頂軌道 QZO

2機 Two satellites

ブロックIIG
Block IIG

静止軌道 GEO

1機 One satellite

2～4号機  QZS-2 to QZS-4

2020年頃から
配信予定

Will be transmitted
from around 2020

SBAS配信サービス
SBAS Transmission Service

質量　Weight

寸法　Dimensions

標準衛星バス　Standard satellite bus

収納時 約6.2m×約2.9m×約2.8m(2,4号機)/約5.4m×約3.2m×約4.1m
(3号機)、翼端間 約19m
Stored: Approx. 6.2m x 2.9m x 2.8m (QZS-2,4) / approx. 5.4m x 3.2m x 4.1m (QZS-3) 
; length between the tips of the paddles: approx. 19m
DS2000

ドライ 約1.6t(2,4号機)/約1.7t(3号機 )、打上げ時 約4t(2,4号機)/約4.7t(3号機 )
Dry: Approx. 1.6t (QZS-2,4) / approx. 1.7t (QZS-3),
launched: approx. 4t (QZS-2,4) / approx. 4.7t (QZS-3)
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FY2015
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FY2017
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2010年度
FY2010

2019年度
FY2019

2020年度
FY2020

2021年度
FY2021

2022年度
FY2022

2023年度
FY2023

2024年度
FY2024

4機体制  
4-satellite constellation

1機体制  
1-satellite constellation

初号機打上げ
QZS-1 launch

2号機打上げ QZS-2 launch

3号機打上げ QZS-3 launch

4号機打上げ QZS-4 launch

5号機打上げ QZS-5 launch

6号機打上げ QZS-6 launch

7号機打上げ QZS-7 launch

初号機後継機打上げ QZS-1R launch

準天頂衛星システム「みちびき」は、2018年に4機体制になりました
2023年に7機体制になります

QZSS (MICHIBIKI) became a 4-satellite constellation in 2018, and will become a 7-satellite constellation in 2023

主要諸元 Major characteristics

─

  If the orbital plane of a geostationary orbit is angled 
while maintaining a constant longitude, it is not a 
straight line due to the rotation of the earth, but is 
shaped like a figure eight with north-south symmetry.
  Turning this orbit into an ellipse results in the QZO, a figure eight shape with north-south 
asymmetry.  Satellites on this special orbit remain near the zenith in Japan for a long time, 
sending satellite signals from positions that are not easily blocked by buildings or 
mountains  to provide 24-hour services.



　みちびきからGPSと互換性のある測位信号を送信するこ
とにより、GPSと一体となって使用することができるサービ
スです。さらに、みちびきを利用することで、主な誤差要因の
「電離圏遅延」と「衛星数不足」が改善します。

  GPS-compatible positioning satellite signals will 
be sent from QZS, making it possible to use this 
system in combination with GPS. By using QZS, 
the main errors (ionospheric delays and the 
insufficient number of satellites) will be resolved.

GPSを補う衛星測位サービス Satellite Positioning, Navigation and Timing Service to complement GPS

Errors caused by the insufficient 
number of satellites衛星数不足による誤差Ionospheric errors電離圏による誤差

GPSと互換性  Interoperable with GPS

GPS衛星

みちびき

GPS satellite

QZS

準天頂衛星システム「みちびき」
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS; nicknamed “MICHIBIKI”)

  The speed of satellite signals 
decreases when passing through 
the ionosphere, a layer of the upper atmosphere from 100 to 1,000 
kilometers. An ionospheric delay error results when the distance 
between the satellite and receiver is calculated as longer than it 
actually is.

　上空100～1,000km付近に
ある電離圏を測位信号が通過
するときに速度が遅くなり、
「衛星から受信機の距離が実
際より遠い」と計測されること
を電離圏遅延誤差といいます。

電離圏

Ionos
phere

電離圏による電波遅延
Satellite signal delays caused

by the ionosphere

電離圏で電波が
遅れる

Satellite signals are 
delayed in the 
ionosphere

電離圏

Ionos
phere

電離圏誤差低減による測位精度向上
Improved positioning accuracy

through decreased ionospheric errors
Improving ionospheric 
errors with multi-frequency signals
   Ionospheric delay errors differ according to frequency. Therefore, 
these errors can be improved by calculations based on multiple 
frequencies from a satellite.

複数波の信号による電離圏誤差の改善
　電離圏遅延誤差は、測位信号
の周波数に応じて異なるため、
「1つの衛星」から発せられる
「複数の周波数の測位信号」を
同時に受信して計算することに
より、改善することができます。

Improving ionospheric 
errors with 
single-frequency signals
  T h e  K l o b u c h a r  m o d e l  
parameter, which transmits L1C/A 
signals ,  is  a way to correct 
ionospheric errors. 
  GPS parameters cover the 
entire globe, but QZS transmits 
two types of parameters for the 
Asia-Oceania region and Japan 
region. Errors are improved in 
this way.

1周波の信号による電離圏誤差の改善
　 L1C/A信号配信している「Klobucharモデルパラメータ」で
電離圏誤差を補正できます。
　GPSは地球全体を対象としたパラメータですが、みちびきで
は、「アジア・オセアニア」と「日本地域」の２つのパラメータで、
誤差を改善します。

(a) Multipath errors
    “Multipath” is a phenomenon in which the distance 
between the satellite and receiver is calculated as 
longer than it actually is, because satellite signals are reflected off buildings. Signals 
from high elevation angle satellites improve multipath errors because the reflected 
waves do not reach far.

(b) Satellite constellation errors
  Accuracy improves when satellites are distributed evenly 
in a wide range in the sky. In particular, low elevation 
angle satellites improve horizontal positioning accuracy.

(a)マルチパスによる誤差
　測位信号がビルなどに反射して、「衛星から受信機
の距離が実際より遠い」と計測されることをマルチ
パスといいます。高仰角衛星の電波は、反射波が遠く
まで届かないため、マルチパス誤差を改善します。

(b)衛星配置による誤差
　上空の人工衛星がなるべく広い範囲にまんべんなく
配置されていると誤差が改善し、特に水平方向の測位
精度は、低仰角の衛星が含まれると良くなります。

位置精度：高
Positioning accuracy: 

high

位置精度：低
Positioning accuracy: 

low

衛星配置による測位精度向上
Improvement of positioning accuracy 

via satellite placement

高仰角の衛星は
マルチパスの影響が小さい

Multipath effects are minimal on 
satellites with high elevation angles

マルチパス低減による測位精度向上
Improved positioning accuracy by multipath reduction

マルチパスによる誤差
Multipath errors

(c) Countermeasures to increase 
the number of satellites
  More visible satellites are better for improving the errors described in (a) and (b). With 
QZS as a 4-satellite constellation, more satellites will be visible than before in 
combination with GPS. This will improve positioning stability even in mountainous and 
urban areas, where there are narrower fields of vision due to buildings, trees, etc.

(c)衛星数を増加させる対策
　(a) (b) の測位誤差の改善には、より多くの衛星が
見えることが望ましく、みちびきの4機体制により、
GPSと併せてこれまで以上の数の衛星が見えるた
め、ビルや樹木などで視界が狭くなる都市部や山間
部でも、測位の安定性が向上します。 みちびきをGPS衛星と一体で利用

Integrated usage of QZS
with GPS satellites

　※みちびき4機のうち１機以上の衛星が常に可視となる範囲を仰角毎に示した図 
  Image showing the areas in which one or more of the four QZS are constantly visible by elevation angle*
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みちびきが常時可視となる範囲
（仰角10度以上）

Areas  in  which  QZS are  
constantly visible (elevation 
angle of 10°or greater)

GPS又はQZS
GPS or QZS みちびき

QZS

電離圏
Ionosphere

電離圏誤差低減による測位精度向上
Improved positioning accuracy

through decreased
ionospheric errors

正確な情報入手
Obtaining accurate

information

誤差を補正
Correcting errors

複数波（民生用）の衛星数
Number of multi-frequency 
(consumer use) satellites 

2019年8月
August 2019

2024年（予想）
2024 (expected)

合計
Total

みちびき GPS
QZS

L1帯+L2C+L5
L1-band L1-band L1-band L1-band L1-band

L1帯+L2C+L5L1帯+L2C L1帯+L2C+L5L1帯+L2C

7機
7 satellites

4機
4 satellites

7機
7 satellites

24機 31機 38機

7機
7 satellites

12機
12 satellites

7機
7 satellites

7機
7 satellites

16機
16 satellites

23機
23satellites

Areas of constant visibility常時可視となる範囲

24 satellites 31 38 satellitessatellites



測位補強サービス Augmentation Service

  Evacuation shelter information is collected via QZS during times of 
disaster.  The collected information is essential  for disaster 
organizations to conduct rescue operations, and makes it possible to 
understand the location and opening of evacuation shelters, number of 
e v a c u e e s ,  a n d  
c i r c um s t a n c e s  a t  
evacuation shelters. 
Usage methods are 
also provided to allow 
c l o s e  r e l a t i ve s  t o  
search for individuals. 
A m o n g  Q Z S ,  t h i s  
service can be used 
with satellites stationed 
on GEO. Please note 
that this service can 
only be used in Japan 
and its coastal areas.

　災害時における避難所の情報を、みちびき経由で収集します。収
集した情報は、防災機関が的確な救助・救援活動に不可欠な情報と
して、避難所の位置や開場情報及び避難者数や避難所の状況を把
握することができます。また近親者が個人を検索できるような利
用方法も提供します。なお、このサービスは、みちびきのうち、静止
軌道に配置している衛星で利用でき、日本国内及び沿岸部限定の
サービスです。

  Augmentation data, such as ionospheric 
information, is transmitted via QZS to realize 
horizontal errors of one meter. This service is 
even available on equipment with no 
communication lines, but it takes 
time to send warnings because of 
the smal l  t ime lag in  data  
processing and transmission. 
Accordingly, it is expected that this 
service will be used at low speeds 
(hand-held navigation), for driving 
assistance (car navigation), or with 
post-processing (driving recorders). 
Multipath errors will not be 
corrected.

　電離圏などの誤差補正情報（サブメー
タ級測位補強情報）をみちびき経由で
送信し、水平誤差1mを実現するサービス
です。通信回線を持たない機器でも利用
可能ですが、データ処理及び送信に多少
のタイムラグがあり、警報に時間を要す
るため、低速度での利用（ハンディナ
ビ）、補助としての利用（カーナビ）又は
後処理による利用（ドライブレコー
ダー）に適しています。また、マルチパス
による誤差は補正されません。

災危通報
DC Report

Satellite Report for Disaster and Crisis Management (DC Report)
災害・危機管理通報サービス「災危通報」

Sub-meter Level Augmentation Service
サブメータ級測位補強サービス

QZSS Safety Confirmation Service (Q-ANPI)
衛星安否確認サービス「Q-ANPI」

準天頂衛星システム「みちびき」
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS; nicknamed “MICHIBIKI”)

  This is a service to transmit crisis management 
information, including disaster-related information 
when earthquakes and tsunamis occur, via QZS.
  Constant reception is required, so it is expected that 
this service will be used for outdoor facilities with 
power, such as street lights, traffic lights, and vending 
machines; public buildings such as schools, hospitals, 
and libraries; and car navigation systems. Crisis 
management information (such as Weather, Climate & 
Ear thquake  Informat ion  f rom the  Japanese  
Meteorological Agency) will be announced from 
outdoor speakers at the time of a disaster. QZSS 
transmits overseas earthquakes and Northwest 
Pacific tsunamis because signals can also be 
received in the Asia and Oceanic regions.

　　地震や津波発生時の災害情報など、危機管理情
報について、みちびき経由で送信するサービスです。
　常時受信が必要なため、電源のある屋外施設（街
灯、信号機、自動販売機）、公的建物（学校、病院、図
書館）、カーナビなどでの利用を想定し、災害時等に
は屋外に設置されたスピーカから防災気象情報など
の危機管理情報をアナウンスします。アジア・オセア
ニア地域でも受信できるため、遠地地震、北西太平
洋津波情報などの海外向け情報も送信します。

Centimeter Level Augmentation Service
センチメータ級測位補強サービス

建設機械の精密制御
Precise control of construction machinery

農機の精密運行
Precise operation of agricultural machinery

端末（ユーザー）
Terminal (user)

電子基準点
GNSS-based
control station管制局

Control station

みちびき
QZS

位置データ収集
Accumulating
position data

正確な現在地
Precise current

position

歩行者・自転車ナビ
Personal use

　実際の衛星を用いて、衛星測位技術の検証を行うためのサービスです。新たな衛星測位技術を開発した機関は、みちびき管制局との間をオンラインで接続す
ることにより、みちびきを経由してデータを送信することができます。衛星からのデータは、 L5信号と同じ周波数帯である L5S信号の受信機で利用することが
できます。
  This service is for using actual satellites to verify satellite positioning technologies. Organizations that have developed new satellite positioning technologies can 
connect online to the QZS control station to send data via QZS. The data from the satellites can be used on L5S-signal receivers (the same frequency range as L5 
signals).

Positioning Technology Validation Platform Service測位技術実証サービス

防災機関等
Disaster organization

管制局
Control station

みちびき QZS

緊急情報
Emergency
information

インターネットなど

安否情報

みちびき （静止軌道）

Internet, etc

Control
station

Disaster
organization

User
（Evacuation shelter, etc）

Transmit safety
confirmation
information

QZS （Geostationary orbit）

管制局防災機関 利用者（避難所等）

メッセージサービス Message Service

その他のサービス Other Services

GPS又はQZS
GPS or QZS

補強情報を配信
Transmit 
augmentation
data

軌道、クロック等の誤差
Errors of orbital, clock,

etc.

サブメータ基準局
Monitoring station

みちびき
QZS

正確な現在地
Precise
current
position

電離圏遅延などの誤差
Errors of Ionospheric,

etc.

Generate augmentation 
data based on the 
extracted errordata, 
transmitted by QZS

抽出した誤差情報をもとに補
強情報を生成し、みちびきから
配信

  Geospatial Information Authority of Japan has 
established GNSS-based control stations throughout 
the country. High-precision positioning information 
calculated from GNSS-based control stations is 
transmitted via QZS to accomplish positioning accuracy 
of the centimeter level. It is expected that this service 
will be used for surveying and vehicle equipment, 
because multiple signals are used. It takes time to send 
warnings because of the small time lag in data 
processing and transmission. Accordingly, usage must 
be based on this. Multipath errors will not be corrected. 
  Technology validation will also be performed for 
next-generation, high-precision positioning technologies 
for developments in the Asia-Pacific region.

　国土交通省国土地理院が全国に整備してい
る電子基準点から計算した高精度測位情報
（センチメータ級測位補強情報）をみちびき経
由で送信し、センチメータ級の測位精度を実現
するサービスです。複数の測位信号を用いるた
め、車載や測量機材での利用を想定していま
す。なお、データ処理及び送信に多少のタイム
ラグがあり、警報に時間を要するため、それを
踏まえた利用をする必要があります。マルチパ
スによる誤差は補正されません。
　また、アジア太平洋地域への展開を想定した
次世代高精度測位技術の技術実証も行います。
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