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準天頂衛星システムの概要
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測位信号＋
補強信号簡易メッセージ送信

安否情報 の送信

【第１の機能】GPSの代替又は補完

○衛星測位の利用可能場所・時間の拡大
測位可能時間：90%   → 99.8%

【第２の機能】GPSの補強

○衛星測位の精度及び信頼性の向上
GPSのみ：低精度(約10m）、信頼性の保証がない

→ GPS＋補強：高精度（2m/数cm）、信頼性の確保

【第３の機能】安否確認・避難誘導等機能
○簡易メッセージ送信機能

○安否確認機能

簡易メッセージ送信

準天頂衛星
日本の天頂から各種信号を送受信

①高度な機器やサービスの市場の創出と我が国の幅広い産
業の競争力強化に資する。（世界市場規模予測：7兆円
（2005年）⇒56兆円（2025年）（2006年EU調査））

②測位、ナビゲーション及び時刻参照の分野における産業、
生活、行政の高度化・効率化に寄与する。

③アジア・オセアニア地域にも左記の機能が展開可能である
ことから当該地域への貢献と我が国の国際プレゼンスの向
上に寄与する。

④測位衛星分野における日米協力の強化。

⑤発災直後の安否確認・避難誘導、救援・被災地状況の把握、
復旧・復興等の各段階において、我が国の災害対応能力の
向上等広義の安全保障に資する。

測位信号
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実用準天頂衛星システム事業の推進

1. 衛星測位システムとは

2. 準天頂衛星システムの意義

3. 「実用」準天頂衛星システムへ

4. アジア太平洋地域での準天頂衛星シス

テムの利活用
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衛星測位システムとは
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測位衛星（GPS等）
時刻情報、衛星の
軌道情報等を送信

衛星から地上へ
の一方向送信

４機以上の衛星から
信号を受信して
位置と時刻を決定

衛星測位のしくみ

○衛星測位は、人工衛星からの信
号を受信することにより地上の
位置・時刻を特定する技術

○３次元情報と時刻誤差情報の４
つのパラメータを計算する必要
があるため、位置特定には 低
４機の人工衛星から信号を受信

○ も有名なＧＰＳは、米国国防
総省が運用している３０機程度
の人工衛星から構成されるシス
テムで、各人工衛星は高度約２
万ｋｍ上空を１２時間で地球を
１周している
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ＧＰＳ

鉄
道 車

両

農
機
・建
機

船
舶

公共測量・
民間測量・
地積測量

パーソナルナビゲーション

緊急通報
（110番、119番等）

民間警備
金融取引

機器制御

今日、GPSの利用は、様々分野で広く行われている。

捜査活動

※ その他、野生生物の
行動把握などにも活用

航空

安全保障

衛星測位（GPS）の利用状況
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準天頂衛星システムの意義
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GPS

××

準天頂衛星システム

GPS衛星

準天頂衛星○準天頂衛星とは、ＧＰＳ衛星の補
完・補強を目的として、我が国が独
自に開発を進める測位衛星

○補完：山間部やビル陰などの場所で
もＧＰＳ衛星の補完（代替）を行う

○補強：ＧＰＳの測位精度と信頼性を
向上させる補強情報を提供

○準天頂衛星1機が日本の天頂付近に
滞在するのは8時間程度であるため、
メインテナンス時間を考慮すると24
時間運用には 低４機が必要

→準天頂衛星システム
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測位信号＋
補強情報



準天頂衛星軌道の特長（１）

準天頂衛星の軌道の地上軌跡

準天頂衛星1機で、
日本上空に1日あ
たり約8時間滞在

残りの時間はア
ジア太平洋地域
上空に滞在
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準天頂衛星システムの効果（その1）

○準天頂衛星システムは、必ず衛星が天頂付近にあることから、他
に3機のGPS衛星と合わせて活用することにより、測位可能な場所
と測位の効率性が大幅に向上。

ビル陰、山陰で衛星が4機見えない 天頂に衛星が追加され4機の衛星が見える

SPACパンフレットより

準天頂
衛星

1

2 3

1

2 34

GPS衛星
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（第1の機能）GPSの代替又は補完

衛星測位の利用可能時間の拡大

利用可能時間

GPS GPS+準天頂衛星システム

市街地 ９０％ ９９．８％

銀座・新宿
高層ビル街

３０％～４０％ ７０％

準天頂衛星システムの効果（その1）
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（第２の機能）GPSの補強（精度及び信頼性の向上）

GPS GPS+準天頂衛星システム

精度（９５％の確率） 約１０ｍ
２ｍ（一般ユーザー）

数㎝（高度な機器を使用）

精度の信頼性 性能保証なし

性能保証あり

（例：受信システムが推定し、
端末に通報する誤差から真
値が外れる確率が10‐7以
下）

準天頂衛星システムの効果（その２）
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準天頂衛星システムの２つの機能

精度の信頼性が必要な用途においては、補強機能が
あってはじめて衛星測位が利用可能となる。

【例：航空機・自動車・鉄道等の運行、位置認証（トレーサ
ビリティ）、課金 等】

（第1の機能）GPSの代替又は補完

– 測位可能時間：９０％ → ９９．８％

（第２の機能）GPSの補強（精度及び信頼性の向上）
– GPSのみ：低精度（約１０ｍ）、信頼性の保証がない

→ GPS＋補強：高精度（２ｍ/数㎝）、信頼性の確保
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準天頂衛星
L1‐SAIF上の

簡易メッセージ

個人の安否と
位置の情報

家族への
情報伝達

家族等 災害発生!

避難勧告！

（地震発生）

5/28 16:00

××に避難

http://bosai.jp

準天頂衛星システムの第３の機能

災害・遭難時の情報提供や安否確認等

○準天頂衛星システムでは、測位補正情報を送信する“すき間”を利用して、

簡単なメッセージを地上（携帯電話等）に送ることが可能。

○地上からの信号の中継器を準天頂衛星に搭載し、大規模災害時の家族間
の安否確認やお互いの居場所の送受信等を可能にする。

○安否確認と同時に各地点における被災状況を収集することにより、効率的
な被災状況の把握や救助活動等が可能になる。
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準天頂衛星システムの整備の意義
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1. 高度な機器やサービスの市場の創出と我が国の幅広
い産業の競争力強化

2. 測位、ナビゲーション及び時刻参照の分野における産
業、生活、行政の高度化・効率化に寄与

3. アジア・オセアニア地域にも機能が展開可能であること
から当該地域への貢献と我が国の国際プレゼンスの
向上に寄与

4. 測位衛星分野における日米協力の強化

5. 発災直後の安否確認・避難誘導、救援・被災地状況の
把握、復旧・復興等の各段階において、我が国の災害
対応能力の向上（広義の安全保障）



準天頂衛星初号機 「みちびき」
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25.3m

・打上げ質量 ： 約4トン
・太陽電池パドル両翼端間 ：25.3m
・発生電力 ： 約5kW
・設計寿命 ： 10年以上
・打上げロケット： H-IIA 202
・打上げ ： 平成22年9月11日

準天頂衛星初号機「みちびき」

文部科学省資料より
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「実用」準天頂衛星システムへ
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宇宙基本計画
（平成２１年６月２日宇宙開発戦略本部決定）（抜粋）

Ｄ測位衛星システム

以下の主な社会的ニーズと今後１０年程度の目標に対応する衛星システムとして、測位衛星システムを設
定し、５年間の開発利用計画を推進する。

①社会的ニーズと今後１０年程度の目標

(a) 豊かな国民生活の質の向上（利便性向上）／公共の安全の確保

「高精度な測位の実現」というニーズに対して、現状では、測位衛星を利用したカーナビゲーションなどの
サービスが広く普及し、測位衛星利用も拡大しているが、人の位置を正確に特定するまでには至っていない。
このため、今後、準天頂衛星を活用して高精度な測位を達成し、人工衛星と地上システムが連携した、シー
ムレスなパーソナルナビゲーション等の新たな利用アプリケーションの創出による利便性向上や「公共の安
全の確保」のニーズにおける国及び国民の安全・安心の実現に資することを目標とする。なお、準天頂衛星
の技術・能力の実証を経て、３機体制を構築することにより、ＧＰＳ等の補完・補強が可能となる。また、７機の
衛星による場合には、東アジア・オセアニア地域をカバーする自己完結的な衛星測位システムの構築が可能
となる。

②５年間の開発利用計画

上記目標の実現に向けて、政府の地理空間情報活用推進基本計画及び「Ｇ空間行動プラン」との連携を取
りつつ、以下の施策を推進する。

・測位衛星システムの中核となる準天頂衛星について、技術実証・利用実証を行いつつ、システム実証に向

けた施策を進めるとともに、官民が協力してパーソナルナビゲーション等の地上システムとも連携した新しい
利用を促進する。

別紙２（打ち上げ衛星スケジュール一覧） 「初号機を２０１０年に打ち上げ、追加構成機として、２～６機」

測位衛星D
測
位
衛
星

シ
ス
テ
ム

●豊かな国民生活の質の向上（利便性向上）：
●公共の安全の確保：

高精度な測位の実現（高精度なパーソ

測位衛星システム（G空間高度活用社会の実現）

追加構成機として、２～６機
準天頂衛星

技術実証・利用実証を行いつつ、官民が
協力して新しい利用を促進

初号機

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
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平成22年8月27日 宇宙開発戦略本部決定

③準天頂衛星

準天頂衛星システムに関しては、本年９月に準天頂衛星初号機
「みちびき」の打上げが予定されていることに鑑み、２機目以降
の整備方針を政府として決定するための所要の検討に着手す
ることが必要となっている。

このため、初号機の技術実証・利用実証を行うとともに、２機目
以降の整備について、利用の在り方を含めた事業計画を検討し
つつ、平成２３年度の可能な限り早い時期の結論を目指し、内閣
官房の総合調整の下、関係府省が連携して取り組む。このため、
宇宙開発戦略本部に、政務官レベルによるプロジェクトチーム
や専門家によるワーキンググループの設置等検討体制を整備
する。

当面の宇宙政策の推進について
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実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方
（平成23年9月30日 閣議決定及び宇宙開発戦略本部決定）
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準天頂衛星システムは、産業の国際競争力強化、産業・生活・行政の高度化・効率
化、アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンスの向上、日米協力の強化及び災
害対応能力の向上等広義の安全保障に資するものである。

諸外国が測位衛星システムの整備を進めていることを踏まえ、我が国として、実用
準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに取り組むこととする。

具体的には、2010 年代後半を目途にまずは４機体制を整備する。将来的には、持

続測位が可能となる７機体制を目指すこととする。

我が国として実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、準天頂衛星初号機
「みちびき」の成果を活用しつつ、内閣府が実施することとし、関連する予算要求を行
うものとする。また、開発・整備・運用から利用及び海外展開を含む本事業の推進に
当たっては、関係省庁及び産業界との連携・協力を図ることとする。

内閣府がこうした役割を果たすために必要な法律改正を予算措置に合わせて行う
こととする。

なお、内閣府に実施体制を整備するに当たっては、行政機関の肥大化につながら
ないよう配慮するものとする。



「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方」
のポイント（平成23年9月30日 閣議決定及び宇宙開発戦略本部決定）
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• 我が国として、実用準天頂衛星システムの整備

に可及的速やかに取り組む

• 2010 年代後半を目途にまずは４機体制を整備

する

• 将来的には、持続測位が可能となる７機体制を

目指す

• 実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、

内閣府が実施



運用管制局
（データ作成）

国内監視局

追跡管制局

宇宙システム

GPS

国際監視局

LEX L1‐SAIF

センチメータ級 サブメータ級

GPS補完信号及び

補強信号

地上システム

利用者システム

準天頂衛星システムの構成

23



世界の中での
準天頂衛星システムの意義
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世界の測位衛星
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GPS 衛星

（米国）

ガリレオ衛星

（欧州）

グロナス 衛星

（ロシア）

出典： Lockheed Martin 出典： NPO PM 出典： Astrium

北斗衛星

（中国）

出典： CAST

IRNSS 衛星

（インド）

出典： ISRO



世界の衛星測位と補強システムの計画

欧州・アフリカ 南北アメリカアジア

GPS（米国）、ガリレオ（欧州）、グロナス（露）、北斗/コンパス（中国）

EGNOS
（欧州）

WAAS
（米国）

世界全世界
全体をカバー

するもの

一定地域を
カバーする

もの

補強

測位

北斗/コ
ンパス

（中
国）

GAGA
N（印）

IRNSS
（印） 準天頂

衛星シ
ステム
（日本）

※汎用のも
のに限る

SDCM
（露）
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○実用準天頂衛星システムの整備等推進調査
平成23年９月30日に閣議決定及び宇宙開発戦略本部

決定された「実用準天頂衛星システム事業の推進の基
本的考え方」に基づき、24年度から事業を本格稼働す
るため、23年度中に実施が必要となる実用準天頂衛星
システムの開発・整備・運用に向けた必要な調査を実
施します。

○実施主体
内閣官房

○測位衛星の補完機能(測位可能時間の拡大）、測位
の精度や信頼性を向上させる補強機能やメッセー
ジ機能等を有する実用準天頂衛星システムの整備
を推進するために必要な調査を実施します。

○「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な
考え方」（平成23年9月30日閣議決定）において、

①実用準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに
取り組む

②2010年代後半を目途にまずは４機体制を整備し、
将来的には持続測位が可能となる７機体制を目指
す

③実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、
準天頂衛星初号機「みちびき」の成果を活用しつ
つ、内閣府が実施する

こととしています。

実用準天頂衛星システムの整備等推進調査（内閣官房 宇宙開発戦略本部事務局）

平成２３年度第３次補正予算額 ６．７億円

事業概要・目的事業概要・目的 事業イメージ・具体例事業イメージ・具体例

国

実用準天頂衛星
業務庁費等

調査事業者等

準天頂衛星システムの整備により、以下のような効果が
期待されます。

○産業の国際競争力強化
○産業・生活・行政の高度化・効率化
○アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンスの向上
○日米協力の強化
○災害対応能力の向上等広義の安全保障

期待される効果期待される効果

準天頂衛星
システム

（宇宙システ
ム）

準天頂衛星
システム

（地上システム）
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国

準天頂衛星製作費等

衛星製造者等

○準天頂衛星システムの開発・整備に着手します。
○測位衛星の補完機能(測位可能時間の拡大）、測位

の精度や信頼性を向上させる補強機能やメッセー
ジ機能等を有する実用準天頂衛星システムを整備
します。

○「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な
考え方」（平成23年9月30日閣議決定）において、

①実用準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに
取り組む

②2010年代後半を目途にまずは４機体制を整備し、
将来的には持続測位が可能となる７機体制を目指
す

③実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、
準天頂衛星初号機「みちびき」の成果を活用しつ
つ、内閣府が実施する

こととしています。

実用準天頂衛星業務に必要な経費（内閣府）

平成２４年度要望額 ４１．０億円（新規）

事業概要・目的事業概要・目的 事業イメージ・具体例事業イメージ・具体例

資金の流れ資金の流れ

○産業の国際競争力強化
○産業・生活・行政の高度化・効率化
○アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンスの向上
○日米協力の強化
○災害対応能力の向上等広義の安全保障

期待される効果期待される効果

準天頂衛星
システム

（宇宙システ
ム）

準天頂衛星
システム

（地上システム）

準天頂衛星システム利用者
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