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序 

 

 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を

支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、

石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役

割は多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国

の発展はめざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の

進展に伴い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、
今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向

けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取

り組む必要に迫られております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術

の改良改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年

では、科学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力を

さらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっておリます。幸い機械

工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見

極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしており

ます。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマ

の一つとして日本貿易振興機構に「極限環境対応型機器の利用開発等に関する調査」を

調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚であります。 

 

平成１６年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  相 川 賢 太 郎          

 

 

 



序 
 

米国においては従来、官民の協力体制によって、宇宙開発が進められてきたところです。

近年、国際協力の推進による効率的な宇宙開発が進められており、また通信・放送分野を

はじめとする宇宙の商業利用が急速に進展しています。このような状況のもと、極限環境

（高真空・放射線・高温／低温等）である宇宙に対応する機器技術の開発は重要な責務を

担っています。 

平成１５年度社団法人日本機械工業連合会受託調査「極限環境対応型機器の開発利用等

に関する調査」として実施した本調査研究は、宇宙産業先進国である米国の先端的な極限

環境対応型機器開発に関する動向を調査し、わが国における今後の技術開発の方向性を見

出すことを目的に行いました。 

調査の実施にあたっては、日本貿易振興機構サンフランシスコセンターおよびシカゴセ

ンターにて調査し、東京本部においてとりまとめました。 

本報告書が関係各位のご参考となれば幸いです。 

 

 

平成１６年３月 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

理 事 長   渡   辺   修 
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概     要 
 
 
宇宙産業にとっての 2003年は、暗い話題と明るい話題が混在した一年であった。ス

ペースシャトル・コロンビア号の帰還失敗という悲劇で始まり、ＮＡＳＡに対する国民的

信頼は著しく低下した。10月には中国国家航天局が初めて有人宇宙船、神舟５号の打ち
上げに成功し、中国が宇宙産業分野でも手強い競争相手となっていることを示した。 
中国の打ち上げ成功に反応したブッシュ大統領は、今後５年間で 120億ドルという巨費
を投じる新たな宇宙開発計画を発表したが、これに対しては様々な議論を巻き起こしてい

る。しかし、このような世界各国の政府機関による取り組みは、あらためて宇宙産業の重

要性を一般に認識させるものとなった。 
 
多くの人は宇宙産業と聞くとロケットの打ち上げや、ニール・アームストロング船

長が月面を歩いた光景を思い出すかも知れないが、過去 10年間の宇宙産業は、生活に不
可欠な衛星通信や、ラジオ・テレビ放送、画像データの収集、全世界への GPSサービス
の提供等、商業利用の面で大きく進展した。さらに、宇宙輸送、宇宙旅行、宇宙太陽光発

電等の新たな応用分野についても、利用者及び投資家の両方の視点から検討が進んでいる。 
 
本報告書では、米国の宇宙利用産業の概要と、将来の方向についての見方を提供す

るために、既に実用化されている宇宙利用サービス、将来の成功が期待されるサービスに

ついて述べる。具体的には、GPS、宇宙通信、リモートセンシング、宇宙輸送、宇宙での
研究開発、宇宙旅行、宇宙太陽光発電、およびこれらに関連するメディア、ベンチャー投

資の動向について述べ、それぞれの分野の産業の概要、技術動向、経済面からの要素につ

いてまとめてある。 
 
報告書の後半では、これらの各分野での主要企業について、各社の製品・サービス、

資金面の状況、今後の事業計画など企業概要をまとめた。 
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I.  産 業 分 野 

 
 
A グローバルポジショニングシステム（GPS） 
 

「GPS」という用語は、湾岸戦争の際に最初にアメリカの一般市民の間で使われ始
めた。アメリカ陸軍がイラクに対して発射した精密誘導ミサイルにその技術が使われたた

めである。GPS は複雑で、市民生活に関係のない軍事技術に思える。しかし、21 世紀の
今、GPS は軍事目的の利用よりも、市民生活での利用が大半である。例えば、現在位置を
正確に把握するナビゲーションシステムの付いた自動車は増加しており、また、航空各社

も運航システムとして GPS を採用している。農業、鉱工業、建設業、測量、タクシー会 
社、運送会社のような様々な分野において、GPSは欠かせないものになっている。 
 
 
‐テクノロジー 

現在、米国国防省が運営する 24の衛星は、地球の上空 11,000マイルの軌道を周回し
ている。衛星は、GPS を利用する機器の位置、移動速度および時刻を検出している。航空
宇宙商業化局によると、2000 年時点では GPS を使った位置の測定精度は水平方向に 100
メートル、垂直方向に 150メートルであった。これまでアメリカ政府は、国防上の理由か
ら GPS 信号の精度を悪くする選択的能力（SA）と呼ばれる機能をオンにしていたが、SA
を解除することによって、GPS の精度は 10 メートル以下に改善されたと報告されている。
GPSの時間精度も 400億分の１秒に向上し、GPSを利用するインターネットアプリケーシ
ョンも改善した。国防省はさらに 4.4億ドルの予算を得て GPSの機能向上が行われた。米
国空軍は、GPS IIRの開発のためにロッキードマーチン・スペースシステムに 0.53億ドル
の補助金を与えた。これらの機能向上によって、二種類の民生用信号、二種類の軍事用信 
号が加わり、GPSの精度とパワーを向上させるものと思われる。 
 
 
‐応用分野 

軍事目的利用に加えて、GPSを利用する様々な産業分野が考えられる。モノや人の
移動を追跡し、位置を補足し、時間を正確に把握することが必要なすべての産業分野で、

GPSの極めて正確な技術を活用できる。図 A-1によると、カーナビゲーションが GPSの
主な利用を占め、民生分野の応用がこれに続いている。この傾向はあと数年、続くだろう。

測量・地図業界は GPSを活用して正確な地図が作成可能になる。この産業分野の GPSマ
ーケットにおけるシェアは 16％である。海事および航空関連産業に対する GPSのマーケ
ットシェアは合計 7％である。驚くべきことに、軍需産業は機器の台数ベースで GPSマー
ケットの 2％を占めるに過ぎず、このことは GPSの利用が軍需から民需に確実に移ってき 
ていることを示す。 
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Fig.A-1 Distribution of GPS Units Sold 2000
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 
 
‐経済指標 

1996年には、GPSを開発したアメリカが GSP市場の大部分を握っていた。しかし、民生

用途の拡大に伴って、アメリカ国外の利用が市場の主流となってきた。航空宇宙商業化局

によると、図 A-2に示すように、1996年にアメリカは 65％のマーケットシェアを保持し

ていたが、国外のマーケットが成長してアメリカのシェアは小さくなっている。図が示す

ようにアメリカでの売上が直線的に徐々に増加しているのに対し、他の国の売上はさらに

急速に増加していることがわかる。しかし、アメリカの売上も成長が続いている。アメリ

カのメーカーは 1996年に 22億ドルを稼ぎ出し、2002年には 47.3 億と予測される。
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Fig.A-2 GPS revenues
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 

図 A-3が示すように、GPS利用者支出額も同様の傾向を示している。アメリカの消
費者は 1996年から 2000年にかけて 10.5億ドルから 29.3 億ドルに年率約 30％で伸びてい
たのに対して、同じ時期のアメリカ国外の成長は$23.4億ドルから 94.7 億ドルへの増加で
あった。 

Fig.A-3 Annual GPS customer expenditures
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 
 

図 A-4 が示すように、台数ベースで見た GSP の売上も健全な成長を続けている。ア
メリカの消費者は 1996年に 464,000個の GPSを購入しており、2002年には 1,765,000個の
販売が見込まれる(図 A-4)。1996から 2002年における総販売数の伸びは 280％と見込まれ 
ており、これを年間成長率にすると 25％の伸びに等しい。 
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Fig.A-4 Commercial GPS Units Sold
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上の図が示したように、GPS の売上および販売数は、アメリカ国内でも国外でも高

い成長を遂げている。しかし、GPS の価格が下落を続けているので、１台あたりの売上は
減少すると思われる。これまで、アメリカの GPS メーカーは 30～40％の利益率を見込ん
で成長してきたが、今後は 10～15％に落ちるであろう。特にカーナビゲーションシステ
ムや簡易型 GPS(ハイキングなどに利用)のような一般消費者への販売は引き続き成長を続
け、利益率は低くても GPS メーカーに利益をもたらすであろう。新たな衛星と技術に 
伴う GPS精度の向上は、少なくとも当面、この産業の健全な成長を支えると思われる。 
 
 
B. 衛星通信 
 
多くの宇宙関連産業が、単に将来の可能性について提案、仮定しているに過ぎないのに対

して、衛星通信産業は、目を見張る勢いで成長している分野である。従来は地上波を用い

て提供されてきたラジオ、TV、インターネットなどの通信サービスに衛星を用いること
で、さらに付加価値の付いたサービスを提供することができる。過去 5年間に、既に多く
のアメリカの世帯がケーブルテレビから衛星テレビに切り替えたし、最近になって衛星ラ

ジオも普及してきている。テレビ、ラジオ、電話、インターネットなどの通信サービス市

場は非常に大きく、コストをかけて衛星を打ち上げたとしても、その資金の回収は容易に 
できると思われる。 
 
‐有料衛星放送 / 情報配信衛星サービス 

有料衛星放送 / 情報配信衛星サービスは、引き続き、衛星通信市場の牽引役を務め
ている。DTH （direct-to-home）テレビ放送サービス、移動電話・データ通信サービス、

 8



VSAT（Very small aperture terminal）小型地球局サービス、衛星ラジオなどのサービスはこ
の産業の主要な分野を占めている。多くの利用者に適切な利用料金で良質のサービスを 
提供できるので、今後も成長が期待できる分野である。 
 
１．DTH （direct-to-home）テレビ放送サービス 

DTHテレビ放送サービスは、衛星産業のなかでも最も利益が見込める分野である。DTH
は、地球静止軌道上の衛星を経由して、地上の利用者の受信アンテナにテレビ放送信号を

送信している。DTHは 1994年に始めて登場したサービスで、Kuバンドを用いた高性能衛
星信号転送を特徴としている。Ｃバンド用受信アンテナが直径数メートルであるのに比べ、

Kuバンドを使用すると、受信アンテナは直径僅か 18インチ（約 46センチ）で済む。
1999年 11年、Satellite Home Viewer Improvement Actは、DTHネットワークにおける地方
番組の放送規制を緩めた。DTHでの地方番組放送の拡大は、1999年から 2000年にかけて、
その利用者数を大きく伸ばすことに寄与した。 
 

2．衛星移動電話およびデータ通信サービス 
衛星は、地上受信端末やコンピュータなどに対してグローバル移動電話サービスお

よびインターネット接続サービスを提供している。サービスプロバイダーは、複数の

低軌道衛星を用いて、地上では通信が困難な遠隔地域に、重要な通信手段を提供して

いる。このサービスは、建築、軍隊、緊急サービス、海事、鉱工業、林業、石油・ガ

ス、航空などの産業へ応用する上で非常に重要である。同様のサービスはデータ通信

サービスにも利用されているが、ワイアレスコンピュータネットワークが比較的新し

い技術であるため、インターネットに接続するためのアクセスポイントは、携帯電話

と比較するとまだ十分ではない。衛星データ通信サービスは、コンピュータ利用者が

衛星電話を経由してインターネットに接続できるシステムであり、ダイアルアップ接

続(通信最大速度 2.4 Kbps)、ダイレクト接続(通信最大速度 10Kbps)、両方が利用可能
である。これらのデータサービスは、通信速度は速いものではないが、地球上どの地 
点からでも、インターネットへの接続を可能にする。 
 
3．VSAT（Very small aperture terminal）小型地球局サービス 

VSAT は、一般家庭およびビジネスユーザーにインターネット接続を提供する衛星
通信システムである。VSAT ユーザーは、自分のコンピュータと戸外アンテナを繋ぐ
ための小型インターフェースが必要であり、このインターフェース(トランシーバー)
は、上空の衛星トランスポンダーと信号の送受信を行うものである。衛星は、システ

ムのハブの役割を担う地上基地局のコンピュータと信号のやり取りを行う。各ユーザ

ーは、スター型トポロジーと呼ばれるシステム(ハブから放射状に接続するシステム)
を用いて相互に通信できる。VSAT の利点は、ユーザーが自社のネットワークを構築
する際に、プロバイダーを通さずに自前の通信ネットワークを構築できることである。

このシステムは、セキュリティを保持しながら、地理的に分散した地域をネットワー

クで繋ぐことができる。最近では VSAT の通信スピードはケーブルネットワークや 
DSL（Digital Subscriber Line）に近づきつつある。 

 
４．衛星デジタル音声放送サービス(S-DARS) 
これまでの AM/FMラジオシステムの問題は、距離 30~40マイルまでしか到達せず、

遠くになるに従って信号が減衰することであった。一方で、視聴者はいつでも CD 並
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みの高音質の音楽を望むようになって来た。衛星ラジオは、22,000 マイルまで完璧な
音質で信号を送信することができ、従来のシステムの問題を解決できるので、過去数

年間で衛星ラジオが急速に普及してきた。S-DARS は、S バンドラジオ周波数
(2310~2360MHz)を利用しており、S-DARS ラジオ放送システムは、衛星および地上局
から送信される信号を放送するために、デュアルバンド信号送信システムを採用して

いる。衛星信号送信システムは地上のほとんどの地域をカバーしており、地上の信号 
送信システムは、衛星が網羅できない地域を補足するようになっている。 

 
 
‐トランスポンダーリース 

衛星を所有・管理する企業の多くは、遠距離通信およびデータ関連企業に対して、

衛星トランスポンダーの販売およびリース契約を提供している。言い換えれば、有料衛星

放送 / 情報配信衛星サービス企業の多くは、衛星サービスプロバイダーから衛星トランス 
ポンダーを購入するか、あるいはリース契約を結んでサービスを提供している。 
 
‐経済データ 

米国商務省が示したデータによると、衛星産業の収入は 1996 年から確実に増加して
いる。この産業は、地上施設、衛星の生産、有料衛星放送 / 情報配信衛星サービス、トラ
ンスポンダーリースの 4つのカテゴリーに分類できる。図 B-1が示すように、衛星通信産
業の売上げは徐々に成長しており、その年間収入は 1996 年から毎年 17％ずつ成長してい
る。これら衛星サービス分野は、宇宙産業において最も成長しており、今現在、収益をも

たらす分野である。特に DirecTVや Dish Networkなどのテレビ放送サービスが、グラフの 
伸びに貢献している。 
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Fig.B-1 World Satellite Communications Industry Revenues
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 
 

衛星産業協会(SIA)が Futron社を通じ実施した同様の調査によると、世界の衛星産業の収
入は 1996年の 380億ドルから 2002年の 868億ドルに成長しており、平均年率 15％で伸び
ている(図 B-2)。衛星通信産業の収入の分類は図 B-1とほとんど同じだが、トランスポン
ダーリースの代わりに打ち上げ産業が入っている(図. B-3) 衛星サービス分野は、1996年に
は衛星産業全体の収入の 42％だったが、2002年には 57％を占めるまでに伸びている。 
繰り返しになるが、これらの統計は米国商務省が示したデータと一致する。 
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Fig.B-2 World Satelite Industry Revenues
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Source: Satellite Industry Statistics.  Satellite Industry Association 

Fig.B-3 World Satellite Industry Revenue Breakdown

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

%
 o
f 
A
ll 
R
e
ve

n
u
e

Satellite Services

Launch Industry

Satellite Manufacturing

Group Equipment

Source: Satellite Industry Statistics.  Satellite Industry Association 
 
全世界における衛星サービス分野の収入の変化(Satellite Survey 2002のデータより)を詳し
く見てみると、トランスポンダーリースの売上げは安定して推移しているが、有料衛星放

送 / 情報配信衛星サービスの売上げは、1996年の 106億ドルから 2002年の 420億ドルま
で伸びている。有料衛星放送/情報配信衛星サービス分野は、成長が著しい分野であり、
DTHテレビ放送、衛星移動電話・データ通信サービス、VSAT地球局サービス、最近では
衛星ラジオ、などの業務を含んでいる。米国商務省によると、アメリカにおける有料衛星

放送 / 情報配信衛星サービスの売上げは年率 25％で確実に増加しており、全世界の年間売
り上げの伸び 23％を上回って成長している(図 B-4)。アメリカにおける金額ベースの伸び
は、1996年の 33.4億ドルから 2002年の 124.7億ドルであり、2002年の売上は世界市場の
1/3を占めている。 
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Fig.B-4 U.S. and World Retail/Subscription Satellite Services
Revenues
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 

 
有料衛星放送 / 情報配信衛星サービス分野の中でも、DTH衛星テレビは引き続き収

益をもたらすサービスであり、SIAによると、サービスプロバイダーによっては加入者の
増減はあるものの、分野全体での加入者は確実に伸びている(図 B-5)。最近の調査では
DTHテレビ放送の加入者は約 2000万世帯に達し、サービスを開始した 1994年の 200万世
帯と比較すると著しく増加している。アメリカにおいて、テレビを所有している世帯数が

1億 600万世帯であることを考慮すると、衛星テレビの加入者数はそのうち 20％を占めて
いることになる。加入者の増加に伴って、その売上げは、1996年の 31億ドルから 2002年
の 138億ドルまで成長している。 
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トランスポンダーリースの統計は、別のシナリオを示している。衛星産業協会(SIA)

によると、世界のトランスポンダーリース分野の収入は、1999 年から安定している（図
B-6）。1996年から 1999年にかけて、その収入は 52億ドルから 72億ドルに伸びていた。
しかしながら、1999 年からはその伸びが止まり、2000 年の 77 億ドルをピークに 2002 年
には 73 億ドルへと減少に転じている。米国商務省によると、全世界でのトランスポンダ
ーリースの売上げのうち、アメリカが占める割合は 28％である(図 B-7)。1996年の全世界
での売上げは 52 億ドル、うちアメリカでは 15 億ドル、1999 年の全世界での売上げは 81 
億ドルに対してアメリカの貢献は 23億ドルであった。 

トランスポンダーリース分野の収入が安定して推移していることから、有料衛星放

送 / 情報配信衛星サービス分野が市場において成熟期に差し掛かっていることが分かる。
つまり、この分野において利用者数は増加しているが、サービスプロバイダーの数は増加

しておらず、競争力のある企業は生き残っていけるが、競争力の無い企業は市場から姿を

消している。トランスポンダーリース分野の収入が増加するためには、有料衛星放送 / 情
報配信衛星サービス市場が更に開拓され、この分野における企業ニーズを掴むことである。 
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Fig.B-6 World Satellite Services Revenue
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 

 

Fig.B-7 U.S. and World Transponder Leasing Revenues
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Source: Satellite Industry Statistics.  Satellite Industry Association 

 
有料衛星放送 / 情報配信衛星サービス分野とトランスポンダーリース分野とは密接に関係
しており、1996年から 2000年までの間、衛星サービス産業は 3倍近く成長を遂げてきた。
しかし、2001年に 19％だった成長率は、2002年にはわずか 7％にまで鈍っている。衛星
ラジオ放送サービスは高い伸びを記録しており、特に XM社によるサービスは他社の先を
行くもので、市場の成長に貢献しているが、これらラジオ放送サービスの収入は衛星産業
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全体の 1％にも満たない。今後も衛星サービスプロバイダーは、インターネット接続など、
常に新しいサービスを提供し続けることで、20％程度の健全な成長が見込まれる。 

  
   
C. リモートセンシング 

商用リモートセンシング分野は、3つのカテゴリーに分類できる。衛星システム、航
空機写真、地図情報ソフトウェア(GIS)のような付加価値製品である。しかし、宇宙産業
に分類されるのは、リモートセンシング衛星システムだけである。地球を周回する衛星に

搭載されたカメラあるいはセンサーからの画像情報は、地球表面のイメージを作成し、そ

のイメージは各種の産業で利用されている。政府も民間組織も、衛星からのイメージを地

図作成、天気予報、農業、環境分析、国防などの分野で利用している。最近では高速ブロ

ードバンドインターネットの普及により衛星画像の利用可能性を広げており、その利用 
分野はさらに拡大しているようである。 
 
 
‐技術 
・軌道衛星 

最も一般的なリモートセンシング衛星は、地球表面に可視光線が反射するのを利用

して、白黒あるいはカラーイメージを作成する。最新の衛星は可視光線の領域を越え、レ

ーダーシグナル領域や赤外光領域を利用して、イメージを撮影する。最近では、高解像度

パンクロマチック(白黒)、レーダー、マルチスペクトルあるいはハイパースペクトル領域
を利用した衛星も開発されている。従来メートル単位であった解像度は、センチメートル

程度まで改善されている。航空宇宙商業化局によると、パンクロマチックイメージは、一

波長のみを検出したものであるが、非常に高解像である。しかし、このイメージは同時に

マルチスペクトル(4～10 の複数波長)やハイパースペクトル(数百の複数波長)イメージを撮
影することは不可能である。このハイパースペクトルイメージは地図製作には欠かせない 
ものである。 
 
・弾道衛星 
地球の上空を周回する軌道衛星に加えて、周回軌道には達しないものの非常に高い高度に

届く弾道衛星は、特殊なリモートセンシングに利用される。米軍は他国の領域に再使用型

偵察衛星(RLV)を打ち上げることに成功した。複数の再使用型衛星を使って、特定地域の
時間刻みの情報を入手できる。加えて、実際の再使用型衛星の着陸地点は予めプログラム

できるので、データを送信することなく、直接データを手にすることができる。しかし、

再使用型衛星の到達高度に限度があるために、撮影可能な範囲は限られており、地球表面

全てを網羅するものではない(図 C-1)。 
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Fig. C-1 Region of Observation for Suborbital Surveillance 

 
 
Source: Suborbital Reusable Launch Vehicles and Applicable Markets.  U.S. Dept of Commerce 
 
・コンピュータの性能 

宇宙にある衛星は連続的に地上の写真を撮影することができるが、その情報が地球

に送信されなければ意味がない。インターネットの帯域幅とコンピュータの処理能力が向

上すれば、GIS 画像処理ソフトウェアがより効率的になる。高速インターネットによって、
データ処理前のリモートセンシングイメージをダウンロードすることも可能になる。コン

ピュータの処理速度はムーアの法則に従って向上し、高速インターネットはどこにいても

利用できるようになり、またメモリー容量がさらに大きくなっていけば、商業利用のリモ 
ートセンシング産業の規模は拡大していくだろう。 
 
 
‐経済データ 
航空宇宙商業化局が最近発表した「Trends in Space Commerce」報告によると、1998年に
おける世界規模での全リモートセンシングマーケットは 33億ドルであった。このうち航
空写真（非宇宙産業）が全体の 65％を占め、衛星から送信されてくるデータ処理前イメ
ージの売上は 1.39億ドルであった。2000年にはその衛星データの売上は 1.73億ドルに達
し、このうちアメリカ国内の売上は 0.5億ドルになると予想されている。1996年のアメリ
カ国内での売上は 0.28億ドルだったので年率 14％で成長しており、このまま行けば 2002
年には 0.83億ドルに達すると試算される。図 C-2が示すように、アメリカのマーケットシ
ェアは 1996年の 27％から 2002年の 36％に堅調に伸びている。このデータには Landsat 7 、
ORBIMAGE, Earth Watch、およびその他衛星データの収入が含まれている。フランスの
Spot Imageは売上のマーケットシェアで 30％を占め、マーケットリーダーとしての地位を
確保している。 
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Fig.C-2 U.S. v. World, Commercial remote-sensing satellite imagery revenues
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 

 
  
D. 宇宙輸送事業・打ち上げ事業 

 
宇宙輸送および打ち上げ事業は、宇宙空間に人・機材・新技術を輸送することで、宇宙

産業において重要な役割を担っている。輸送および打ち上げ事業が存在することで、商用衛星

を軌道に乗せることが可能であり、宇宙産業自体も成立している。打ち上げ事業が成長するに

従い、その費用が妥当な価格になり、安全性が向上することで、宇宙産業の成長を促進するも

のと思われる。この観点から、現在および将来の宇宙輸送・打ち上げ事業は、宇宙産業全体の 
中で重要な役割を担うことが予測される。 
 
 
-Economic Data  
 
‐経済データ 

商用打ち上げ産業は、1990 年代後半に、宇宙産業の重要分野として生まれ、低軌道
への打ち上げ事業として大きく成長してきた。また、新技術および改良システムは市場の

需要と合うように開発がなされてきた。しかし 2001 年、インターネット、ドットコム、
半導体などの技術産業と同様に、打ち上げ産業の成長はマイナスに転じた。依然として残

る問題は、他の産業が回復するなか、打ち上げ産業が確実に回復できるかどうかというこ 
とである。 

 
打ち上げ産業の特性により、打ち上げ回数あるいは売上における特定パターンの予

測は難しい。アメリカ商務省の調査によると、全世界における打ち上げ回数は、1996 年
の 47回から 1999年の 58回へ増加しているが、2000年には 55回と僅かながら減少してい
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る（図 D-1）。同調査は、それ以後の打ち上げ回数について、2001年には 72回、2002年
は 68回と大きく増加すると予測している。アメリカにおいては 1996年の打ち上げ回数は
18回であり、そのうち半数が商用、残りの半数が政府機関によるものであった（図 D-2）。
アメリカにおいては 1998年にピークに達し、商用打ち上げが 17回、政府機関によるもの
が 10回であったが、続く 2年間、打ち上げ回数は減少に転じ、2000年には 13回にまで落
ち込んだ。13回の打ち上げのうち 4回が商用であった。同調査の中で、アメリカ商務省は、
打ち上げ産業の回復を予測しており、2001年および 2002年には各々25回に達するものと 
見ている。 
 

Fig.D-1 World Commercial and Civil Government Launches, 1996-
2002
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 
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Fig.D-2 U.S. Commercial and Civil Government Launches
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Source: Trends in Space Commerce. Office of Space Commercialization, U.S. Dept of Commerce 

  
しかし、最近 Futron 社によって行われた調査は、アメリカ商務省が予測しているも

のとは別のシナリオを示している。理由は、Futron 社の商用および非商用打ち上げに関す
る試算方法とその定義が、政府のものとは若干異なるためである。データの傾向を見てみ

ると、2001 年の(政府による)予測データは、実際の結果から大きく外れたものであった。
Futron 社の調査によると、1998 年の全世界での打ち上げ回数は 80 回であり、打ち上げ回
数がピークに達したのは 2000年の 85回であった（図 D-3）。しかし、実際には 2001年に
おける全世界での打ち上げ回数は 59回、前年比 30%減であった。全世界での 2001の打ち
上げ回数が前年比 30%増と予測した政府調査とは異なる結果だ。同調査は、アメリカにお
いて、政府機関による打ち上げは 1998年の 36回から徐々に減少し、2002年には 17回に
なったこと、および商用打ち上げは 1998年の 22回から 2001年には 3回にまで落ち込ん
だことを報告している。2002 年、商用打ち上げは 5 回であったのに対し（図 D-4）、 
アメリカ商務省が予測した数字は 47回であった。 
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Fig.D-3 Total Launches U.S. vs. World
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Source: The Space Launch Industry Outlook.  Futron 

 

Fig.D-4 Commercial Launches U.S. vs. World
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Source: The Space Launch Industry Outlook.  Futron 

 
打ち上げ産業の収入の比較は、2001 年において同様の減少を示している。SIA によると

（図 D-5）、アメリカにおける打ち上げの収入は 1996年の 21億ドルから、2000年の 27億ド
ルに増加しており、全世界における収入も 1996年の 42億ドルから 2000年の 53億ドルに、同
様に増加している。しかし、一転して 2001年にはアメリカで前年比 59%減の 11億ドル、全世
界でも 43%減の 30 億ドルにまで減少している。2002 年にはアメリカで 10 億ドル、全世界で 
は増加に転じ、37億ドルであった。 
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Source: The Space Launch Industry Outlook.  Futron 

 
アメリカ打ち上げ産業の実態は、対照的な 2 通りの見方ができる。2001 年における

打ち上げ回数と収入の減少の理由として、欠陥の問題、あるいはこの産業の自然な増減周

期の問題が挙げられる。2001年から現在までの調査によると（図 D-3 ～D-5）、打ち上げ 
数は 2002年において僅かに増加している。 

 
さらに詳細に分析すると、商用打ち上げ産業は、いずれ問題を抱えると思われる。

1990 年代にもてはやされた、静止軌道上（GSO）および周回軌道上（NGSO）の通信衛星
を用いたサービスは、もはや存在しない。イリジウム社やグローバルスター社などの企業

が失敗に終わったのは、存在する GSO 衛星の能力限界を超えたからである。さらに、サ
ービスの値下げが企業収入を押し下げ、価格競争を招き、多くの衛星通信会社が損失を計

上することとなった。打ち上げ産業の問題は、多くのアナリストがアメリカの打ち上げ産

業の成長を予測した 1990年代後半に、遡ることができる。商用宇宙輸送委員会(COSTAC)
は 2002の商用打ち上げを 85回に上ると予測し、イリジウムやグローバルスターなどの周
回軌道衛星を効率的に配置することを提案していた。しかし、2002 年の商用打ち上げが
24回（うち 5回がアメリカ）に留まったのは、イリジウムやグローバルスターの経済的な
失敗が要因である。1990年代後半の予測は、Sea Launch社などの多くの企業が年間 100回
近くの打ち上げに耐え得るロケットを製作する拠り所となった。商用打ち上げの減少は、

ロケットの供給過剰を招き、その結果、価格の急落と企業収入の減少に繋がった。多くの 
打ち上げ産業企業は、政府の援助なしには存続できなくなると思われる。 
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E. 宇宙実験および製造 
 
地球上では再現できない、宇宙における微小重力環境は、様々な研究に可能性をも

たらす。いくつかの研究と製造技術において、重力は悪影響をもたらすが、宇宙では排除

することができる。今のところ、研究および製造は、スペースシャトルあるいは国際宇宙

ステーションなどの政府支援計画により行われているが、宇宙での研究や 
製造が利益をもたらすということになれば民間企業の参入も進むだろう。 
 
‐バイオテクノロジー 

バイオテクノロジーは急成長が見込まれる産業分野の一つであり、近年の革命的技

術の一つである。毎年の売上は 3650 億ドルであり、そのうち 10～15％は研究開発に充て
られる。このように巨額の研究開発を行うバイオテクノロジーは、宇宙での実験に研究費

を費やせる数少ない研究分野である。微小重力環境では、将来の疾病対策につながる人造

タンパク質の基になる大きくて完全な結晶が得られる可能性がある。微小重力環境は、外

部からの影響を極力排除した環境で細胞間の影響を研究するのに適している。NASA は微
小重力という特殊な環境におけるバイオテクノロジー研究を、主に３つのカテゴリーに分

類している。基礎バイオテクノロジーサイエンス、たんぱく質結晶成長、細胞・組織培養

である。宇宙で行われている以下の研究によって、既にいくつかのバイオテクノロジーの 
疑問が解明された。（米国商務省報告「Market Opportunities in Space( 宇宙での市場機
会)」） 
 

• ノイラミニダーゼ（Neuraminidase）阻害酵素はインフルエンザの危険性を低減す
るために開発され、ウィルスに対するワクチンの製造を可能にする。 

• 呼吸器多核体ウィルス（Respiratory  Syncytial Virus）抗体の研究は、疾患を標的と
するたんぱく質の合成に有用である。 

• 植物における遺伝子転写は、微小重力環境において細菌を用いて行う場合に発現

する。 
• 悪性乳がん腫瘍および正常な細胞における細胞間環境研究は、細胞の成長過程を

解明する。 
• 高誘電、純粋な ZBLANファイバーの開発は、地上での情報通信分野で技術革新
をもたらす。 

 
宇宙空間での研究や実験は、微小重力環境に加えて、安全性の観点からも有利である。

アメリカのバイオテクノロジー産業は、アメリカ政府の援助を受けて、バイオテロに使用され

る細胞（細菌）の研究を開始した。地上での研究は細菌による汚染を十分に考慮しなくては 
ならないが、宇宙での研究は、不慮の汚染が発生した場合のリスクを軽減する。 
 
 
‐材料科学 

微小重力環境は、材料の製造および材料の性質とその形成に関する関係を研究する

ために有用である。相転換に伴う物理的性質および化学的性質について、さらに研究が進

むことが予想される。NASA が支援している研究プロジェクトは、これまでに電気・光学
材料、ガラス・セラミック、金属・合金、高分子に関して行われてきた。その微小重力環
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境での材料科学の目的は、自然対流と沈殿現象が、材料に与える影響を解明することであ

る。これら重力に起因する効果を極力排除できる微小重力環境において、未だに知られて 
いない重力の影響を研究することは有用である。 

 
バイオテクノロジー産業と同じように、半導体産業も毎年多額の研究開発費を注ぎ込ん

でいる。その研究開発の速度は速く、製品のライフサイクルは 18～36 ヶ月と短い。そのため、
宇宙での研究は半導体産業のためにあるようなものとも言える。半導体の結晶成長に関与する

微小重力現象としては、量子輸送現象、欠陥発生の制御および表面張力の傾斜による流れ、が

挙げられる。これらの点を解明することは、高純度の半導体結晶を製造するために有用である。

高純度の半導体結晶の製造方法を開発することによって、集積回路の高密度化が可能になり、

究極的にはハイテク機器のサイズを小さくすることが可能となるので、半導体メーカーに 
とっては重要な鍵となる。 
 
 
F. 宇宙旅行 

 
これまでに私たち人間は、未開の土地、危険な目的地への旅行を熱望してきた。毎

年多くの人々が、アドベンチャーと称してアマゾンを訪れ、エベレストの登頂を目指し、

深い海に潜り、上空の飛行機から飛び降りてスカイダイビングを楽しんでいる。これらの

冒険心に満ちた人々が知らない場所は、宇宙だけである。一般市民にとって、宇宙への旅

行は実現できない夢だと思われてきたが、2001 年にカリフォルニアの実業家である
Dennis Titoが、国際宇宙ステーションでの 2週間の滞在に 2,000万ドルを支払い、また南
アフリカのMark Shuttleworthも同様に費用を支払い、宇宙旅行を実現した。幸運にもこの
２人は高額な費用を支払えるだけの財力を持っていたため、夢を実現することができたが、

今後、宇宙旅行の費用が妥当な金額まで下がれば、平均的な所得者でも地上から遠く離れ 
た宇宙空間への旅が可能になる。 

 
 
‐需要 
宇宙旅行産業の市場が十分に開拓される前に、事故の可能性を有する高額な旅行の需要を見積

もる必要がある。Tito氏と Shuttleworth氏が高額な費用を支払って、宇宙ステーションへの旅
を実現した事実は、富裕層にとって、宇宙旅行の需要が極めて高いことを示している。一月に

一人の旅行者がいれば、2.4億ドルの年間売上が見込める。しかし、打ち上げ費用が消費者市
場レベルまで下がれば、宇宙旅行産業は数十億円規模の市場に成長する可能性がある。1997
年、宇宙旅行学会と NASA が行った調査によると、調査に協力した 1,500 世帯うちの 7.5％が、
2週間の宇宙ステーションでの滞在に 10万ドルを支払う意思があるという（図 F-1）。さらに
重要なのは、価格が$2,000~$25,000まで下がれば、60％近くの人が宇宙に旅行すると回答して
いることである。 
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Fig.F-1 If you would be interested in taking a two-week
vacation aboard the space shuttle, how much would you

be willing to pay?
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Source: Market Opportunities in Space.  U.S. Dept of Commerce 

 
別の調査において、NASAは一人 40万ドルの費用で、年間 1万人の旅行者を確保す

れば、年間 40 億ドルの市場規模になると試算している。これらの試算は、致命的な事故
の確率を 0.01％以下として扱っており、旅行者については重量 1ポンドあたり 500～1,000 
ドル、貨物に関しては 1 ポンドあたり 1,750～3,000 ドルとして見積もられている。 

 
宇宙旅行の需要を試算した最も妥当な調査は、2002年 5月に Zogby国際調査会社が

調査したものである。アメリカ国内で、年収 25 万ドル、資産 100 万ドルを所有する 450
人が対象であった。高額所得者を対象とした調査は、宇宙旅行の現実的な需要を示す。回

答者のうち 19％が、15分の宇宙への移動に 10万ドルを支払うと答えている。2000年には、 
世界の 700万の市民が 100万ドルの資産を持っていると思われる。 

 
これらの調査は、その方法と結果に違いはあるものの、明確な事実を示している。

活気ある産業を創生するという点はもちろん、暫くの間、つまり宇宙旅行価格が現在の桁

外れのレベルから妥当なレベルに下がるまでであっても、高額な費用を支払う意思がある 
人々がいるということである。 
 
 
 
 
 
  
‐技術 
・軌道対弾道 

宇宙旅行を実現するためには、信頼性が高く、短期間で繰り返し使用でき、低コス

トのロケット開発が必須である。Tito 氏、Shuttleworth 氏が国際宇宙ステーションに旅行
した際には、軌道ロケットを利用したが、低コスト・低リスク技術を用いた弾道ロケット
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は、軌道ロケットの代替となると思われる。ロケットを軌道に乗せるための最低高度は

115マイルである。ロケットは 20,500 mphの速度で地球の引力から遠ざかる必要があり、
この速度に到達するために、軌道ロケットにはロケット用推進燃料が使用される。ロケッ

ト用推進燃料の使用は高価な装置、例えば燃料混合装置や燃料タンクなどが必要となる。

アメリカ商務省によると、軌道ロケットを打ち上げる費用は、ペガサスの 0.12 億ドルか
らタイタン IVの 4.5億ドルの間であった。一方、弾道は地球上空 50から 115マイルの空
間に存在する。弾道ロケットは軌道ロケットと比べ、サイズが小さく、比較的単純で、開

発費用が低く抑えられるので、低コスト弾道ロケットは 20 万ドル から 60 万ドルの費用 
で打ち上げが可能となる。 

 
ロケットには 2 種類のタイプがある、つまり、弾道型ロケットと拡張使い捨て型ロ

ケットである。拡張使い捨て型ロケットは、これまで軍事用ミサイルに使用されていた方

法で、再利用することはできない。一方、弾道型ロケットは、商業ベースでの宇宙旅行を

実現させるものと思われるロケットで、耐久性能と再使用性能を有し、適切なメンテナン

スをすることで、打ち上げに繰り返し使用することができる。将来の宇宙旅行には、弾道

型ロケットの使用が望ましいが、初期の開発段階においては、難しい問題が残されている。

弾道型ロケットには、既存の技術仕様および新技術の開発が必要となり、これまで軍事用

ミサイルに使用されていた拡張使い捨て型ロケットとは異なるからである。確かに、弾道

型ロケットの開発コストは高額であるが、一度開発されれば、ロケットサイズは小さくな

り、その運営コストは商業的に成功できるまでに下がると思われる。弾道型ロケットの 
詳しい研究・開発状況は、付録の A.1,、A.2を参照していただきたい。 
 
 
‐X賞 

X 賞は、宇宙旅行産業に参入する団体に 1,000 万ドルの賞金が授与される賞である。
現在、アメリカ、イギリス、カナダ、イスラエル、アルゼンチン、ロシアの 24 団体が、
世界初となる宇宙船を打ち上げるべく、開発競争を繰り広げている。勝者になるためには、

宇宙船で３人の旅行者を高度 100キロメートルまで運び、安全に地球に戻ってくることが
要求される。加えて、同じ宇宙船を 2 週間以内に打ち上げる能力も求められる。エント 
リーされている宇宙船を付録 B に示す。 
 

X賞実行委員会の目的は以下の通りである。 
・新世代のヒーローを育成する 
・若い世代に夢を与え、教育に寄与する 
・人々の注目を集め、新たなビジネスへの投資を促す 
・世界中の科学者を開発に巻き込む 
・以下の 4産業分野を X賞によって創生する 
 宇宙旅行産業 
 低コスト衛星打ち上げ産業 
 高速運送産業 
 高速輸送産業 
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‐技術概要 
 

将来の宇宙旅行を実現する鍵となる技術は、物理学者によって研究が始まったばか

りである。Harnessing 反物質は月までの移動時間を数分間にまで短くし、地球から火星ま
で、1日で行けるようになる。レーザーやマイクロ波の技術は、将来、人々を地球を周回
する軌道に輸送し、燃料推進ロケットを時代遅れの技術にするであろう。これらのアイデ

ィアに基づく研究のため、アメリカ航空宇宙産業未来委員会は、ブッシュ大統領に報告書

を提出している。この報告書の主なポイントは「近い将来、核分裂およびプラズマ技術は、

宇宙分野に応用すべく、積極的に研究が行われるべきである」ということであった。長期

的視点では、核分裂・反物質のような革新的なエネルギーを利用することは現時点では理

解しがたいが、これらの研究分野は、太陽系外への旅行などを考えるために、着実に研究

されるべき項目であり、これらのエネルギーは、基礎研究の重点分野として取り上げられ

るべきである。 
他にも可能性のある分野として、ヘビサイド・スレピアン力、量子吸引エネルギー、

過渡慣性、パラメータ型非ニュートン重力幾何学、ディレックエネルギー理論などが挙げ

られる。 
 
2002年、NASAマーシャル宇宙飛行センターは将来の物理学研究のために

Breakthrough Propulsion Physicsと呼ばれる計画を立ち上げた。この計画は 7年で 150万ド
ル以上の予算が組まれている。その技術開発の目的は次の通りである。 

 
・ 従来のロケット燃料の燃費を劇的に向上させる、あるいは代替となる新しい推進技術

を開発する。 
・ 宇宙空間までの輸送時間を短縮するために、現在の極限を打ち破る方法を開発する。 
・ 推進装置に使用する、新しいエネルギーを開発する。 

 
政府支援計画に加えて、Hbar Technologies社は NASA先端構想研究所から研究支援

を受け、反物質から物質を製造するための研究を行っている。この研究チームは大気圏外

宇宙への反物質推進法での飛行を研究しており、この推進方法を用いた宇宙船は、理論的

にはカイパーベルトと呼ばれる太陽系外縁部に存在する空間まで輸送できるものと思われ

る。 
 
G. 宇宙電力 

環境的、政治的、経済的な観点から、米国等の先進諸国は現状のエネルギーの輸出

入、消費の見直しを余儀なくされている。先進諸国は人口比率以上に大きな割合のエネル

ギーを日常的に消費している。このようなエネルギーの大量消費を支えるために、先進諸

国は政治的に不安定な中東諸国から化石エネルギーを輸入し続けなければならない。米国

のような国々は、輸入原油への依存を減らすために、代替エネルギー源の開発を続けてい

る。これは代替エネルギーの多くが国内で供給できるということだけでなく、環境負荷が

より小さいという意味で世界中に貢献することである。このような代替エネルギーとして

最も広く共通認識となっているのは太陽エネルギーである。現在のところ、太陽エネルギ

ーは米国の全消費エネルギーの 1％未満に過ぎない。また、雲に隠されて日照時間が短い
などの理由で、太陽エネルギーの利用が実用的でない地方も存在する。  
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これに対する唯一の対策は、気象の影響を受けない雲の上に太陽電池パネルを設置

するということである。すなわち、人工衛星軌道上に置いた太陽電池パネルでエネルギー

を捉え、ビームとして地上に送るというシステム（サテライト・ソーラー・パワー

（SSP））が、唯一の問題解決法となる。しかし、近い将来に SSPが経済的、技術的に実
現可能かどうかについては、未だ見極められていない。  
 
‐技術 

単純に言って、SSP は太陽からのエネルギーを衛星で集めて地上の受光施設に送り、
電力にすることを意味する。システムは、軌道上で太陽エネルギーを集める太陽電池パネ

ル、地上にエネルギーを送る送信装置、送られてきたエネルギーを利用可能な電力に変化

する装置から構成されている。ピーター・グレーザーがこのアイディアを提唱したのは

1968 年のことで、1970 年代に NASA が研究を行ったものの、計画は廃棄された。しかし、
太陽電池パネルの価格や衛星打ち上げコストが下がってきたことにより、SSPのアイディ
アは NASAを含む多くのグループから再び注目されるようになってきた。95年から 97年
にかけて、SSPの利点を再検討するための「フレッシュ・ルック」研究が NASAで行われ
た。この研究を発端としてさらに研究を進めるために「宇宙空間太陽エネルギー探査研究

開発（SERT）」プログラムが創設された。以下の表は、SERTの概要をまとめたものであ
る(図 G-1)。 
 
 
Fig.G-1 NASA's SERT Program-Model System Category Definitions  
NASA Model  
System 
Category 

Power  
Capability Flight Test Demonstration Options 

Projected  
Time Frame

MSC 1 ~100kW 

Free flyer  
LEO-to-Earth power beaming research platform 
Solar power plug in space 
Cryogenic propellan depot 
"Mega-commsat" demonstrator 2006-2007 

MSC 1.5 ~1MW 

GEO-to-Earth solar power satellite demonstrator 
Lunar exploration SPS platform 
Earth neighborhood transportation system 2011-2012 

MSC 3 ~10MW 

Free flyer 
Geo-based SPS demonstration platforms 
for wireless power transmission, solar power 
generation, power management and distribution, 
and solar electric propulsion 
Interplanetary transportation system 2016-2017 

MSC 4 ~1GW Commercial space full-scale solar power satellite 2021+ 
 
Source: Laying the Foundation for Space Solar Power.  National Research Council 
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これらの目標達成のためには、技術の進歩とともにコストダウンが実現しなければ

ならない。最近の太陽電池の効率は上昇し、価格は低下している。仮に、将来の太陽電池

の効率を 20％とおくことは可能だろう。軌道上では、１平方㎞のパネルは 約 1GWのエネ
ルギーを連続的に受けている。地球にエネルギーを送る際の効率が 5 0 
％とすれば、地上で１GWを得るために必要なパネルの面積は 10平方㎞に過ぎない。こ
の割合で行けば、SSPは地球の電力需要のかなりの部分をまかなえることになるが、すべ
ての消費電力を供給できると考えることは非現実的である。一日のうちに発生する様々な

ピーク電力を SSPが供給すると考えるのが合理的であろう。こうしたことが可能になれば、
2000年から 2001年にカリフォルニアで発生した計画停電のような事態は避けられる。ま
た、電力網の事故の場合のバックアップ電源として SSPを利用することもできよう。昨年
の米国東部とカナダを襲った大停電を経験した住民は、SSPがあれば恩恵に与ったことで
あろう。 

NASA は「サンタワー」と「ソーラーディスク」という二つの SSP のコンセプトを
開発した。「サンタワー」は重力傾斜で安定し、宇宙空間に固定された SSPシステムで、
膨らますことのできる集光装置を持ったモジュール化された発電装置と量産型のマグネト

ロンを使った送電装置からなっている。「ソーラーディスク」の方は回転安定型で、差動

回転部分を用いた Geostationary Earth Orbit (GEO)型の SSP である。技術情報の詳細は、 
参考 Cにある。 
  
 
‐技術の改善 

米国学術研究会議によれば、SSP の商用化のために改善すべき技術要素は５つある
という。第一に、現状の太陽光発電技術は宇宙空間で電力を得るには不十分である。光電

変換効率が徐々に向上するにつれてパネルの大きさは減少し、衛星軌道に上げることが可

能になるだろう。第二に、衛星から地上に電力を送る方法を確立しなければならない。最

近の研究は、マイクロ波とレーザー技術に焦点が当てられている。SSP を作る前に、地上
の 2地点間で電線無しに電力を送る技術を実証をする必要があるだろう。第三に、衛星の
部品の大きさとコストを下げるために、SSP システムの大きさとコストを大幅に引き下げ
る「宇宙でのパワー管理及び分配(SPMAD)」が必要である。加えて、動作効率と最大動作
温度を上げなければならない。現在、SSP の組立、管理、保守を自立ロボットを用いて行
うことが計画されている。これを実現するためには、ロボット技術の画期的な進展が必要 
だ。最後に、地上から衛星軌道への打ち上げコストも劇的に引き下げる必要がある。 
 
  
‐経済性の考察 
SSPの実用化を検討する前に、将来の電力市場を検討しなければならない。国が発展すれ
ばするほど、各種エネルギーの中で電気がより好んで使われるようになるので、電力への

依存度は顕著に高まる。2020年に SSPが技術的に可能になるとして、その時点までの経
済データを見通す。「宇宙からの電力に競争力があるか」という報告書によると、1996
年に世界の発電量の 30％を発展途上国が占めていたが、2020年までにその割合は 40％に
なると見込まれている。世界中で必要となる発電能力は 3,500GWに増加すると推測され
る。米国の電力消費が年率 1.2％で伸びているのに対して、途上国は平均 4.6％で伸びてい
る。単純に言えば、世界の電力需要は 12テラワットから 24テラワットに倍増する。これ
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らの統計は将来も電力需要は伸び続けることを示しており、化石燃料の減少と相反する可

能性がある。 
電力需要以外にも考慮しなければならない要素はある。多くの専門家が国際的な電

力市場は規制緩和されて、私企業による発電施設の保有と管理が許可されると予想してい

る。このことは、民間企業が SSP技術によって外国の電力市場に参入する機会を提供する
が、途上国への投資は、資本規制、インフラの制約、制度的、環境問題的な要素によって

危険性が高い。加えて、電力需要が拡大するにつれて、2020 年には電力価格は相当程度 
低下すると期待されているので、SSPは不要になってしまうかも知れない。 
 
 
‐SSPにとっての課題 
将来の SSPの開発を脅かす数々の課題が存在する。第一に、SSPの技術が未熟であるため
建設コストが高く、近い将来経済的に正当化されにくい。衛星打ち上げコストが下がらな

ければ、SSPは経済的に利益の上がりうる投資にはならない。SSPは環境保護の観点から
化石燃料より有利だとしても、既に地上で開発されている各種のエネルギー源よりもさら

に有利だという保障はない。SSPの送電によって発生する強力な電磁場が人間の健康に及
ぼす影響に対する否定的な反応も予想される。また少数の有力な国が保有する SSPに電力
供給を依存することは国家安全保障上のリスクだとして、嫌がる国があるかも知れない。

これらの全ての懸念は、SSP開発が進んでいかない原因となりうるものである。 
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H. 宇宙メディア 
宇宙産業と聞いて、専門家からちょっとした興味を持つ人まで、誰もが人工衛星、

ロケット、宇宙飛行士などのイメージを思い浮かべるであろう。しかし、忘れてはいけな

いのが、宇宙におけるメディア、広告、エンターテイメントなどの市場である。宇宙に関

する映画、あるいは宇宙での映画撮影は、多額の興行収入をもたらす可能性を持っている。

また、宇宙における広告に、高額な費用を払う企業もある。実際のところ、一般市民は 
宇宙に強い関心をもち、宇宙飛行士や彼らが使用した製品を有り難がるのである。 
 
 
‐映画 、テレビ 

ハリウッドは、いまだ宇宙での映画の撮影を行っていないが、彼らの宇宙への熱意

は否定できない。米国商務省が報告した「宇宙での市場機会」の 35 ページによると、
IMAX社は同社が製作した宇宙三部作(The Dream is Alive、Blue Planet、Destiny in Space)に
よって、全世界で 2.5億ドルの収入を得た。アポロ 13宇宙シリーズは NASA 所有の KC-
135飛行機(ボーイング 707の同型機で、放物線飛行をすることで微小重力環境を再現でき
る)の中で撮影され、ハリウッド映画の大ヒット作となった。最近では「タイタニック」
を撮影した James Cameron 監督が、国際宇宙ステーションでの映画の撮影を真剣に検討 
している。 

 
宇宙での映画撮影の需要は、消費者・製作者の両者にあるが、多くの問題もまた存

在する。映画制作費用が高額になっても、ハリウッドの製作予算は耐えられるだろう。し

かしいくら予算が組めるとは言っても、映画制作者や俳優は特別な訓練や、宇宙酔い、少

ないスタッフ数での撮影、柔軟なスケジュールなどに耐えなくてはいけない。加えて、国

際宇宙ステーションで継続して行われている科学実験を妨げないように、NASA はスケジ
ュールの管理をしなくてはいけない。この問題の解決方法について、Spacehab 社は国際宇
宙ステーションに連結した映画スタジオの建設を提案している。しかし、NASA がこの提
案を採用したとしても、実際に建設が終わって、撮影ができるまでにはかなりの時間が 
かかると思われる。 
 

テレビもまた、一般市民の宇宙への興味を惹き付けると思われる。1998 年、テレビ
ショッピングネットワークの QVC の番組で、ロシアの宇宙飛行士が、宇宙ステーショ
ン・ミールに乗り込み、Fisher 社製・スペースペンのデモンストレーションを行った。
2000年には、テレビ番組 Survivor の製作者であるMark Burnettは、番組の勝利者にミール
での 10 日間の旅行を提案したが、宇宙ステーション・ミールの廃棄により、Burnett は 
国際宇宙ステーションへの旅を提案している。 

 
ニュースメディアは、すでに、世界中の主要ニュースを伝えるために、Space 

Imaging 社や Digital Globe 社などの企業から、リモートセンシング画像を入手し、利用し
ている。ニュース配信企業が、その業務の性質上、宇宙を利用したニュース配信を長期に

わたって維持することはあり得るだろう。衛星は、飛行機よりも高速で目的地に移動でき

るし、しかも高高度からの映像撮影は、ニュースレポーターにとって強力な武器となる。

ゆくゆくはレポーター自身が、ニュースを伝えるために宇宙空間や地球上を素早く移動 
するようになるであろう。 
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‐広告、スポンサーシップ、ブランド化 

宇宙は、広告を掲載する膨大な機会を持っているが、現在はまだ早い段階にある。

唯一、ロシア政府のみが、公式な宇宙活動の商業化を認めている。宇宙ステーション・ミ

ールはこれまでに、ペプシや Radio Shack、イスラエルの牛乳メーカーなどのテレビコマ
ーシャル撮影を受け入れてきた。Pizza Hutやコダックのロゴは、ロケットの側面にプリン
トされ、宇宙ステーション・ミールからテレビ放送用に、良く見えるように配置されてい

る。NASAとの独占的な契約は、これまでにも IBM の Thinkpadや M&Mのチョコレート、
Omega の腕時計、Fisher のスペースペンなどの商品を強力にバックアップしてきたが、 
最近の NASAの規定では、宇宙に関する商業プロモーションは許可されていない。 

 
スポンサーシップは、収入源として利用可能であり、IEG社によるレポートによると、

全世界でのスポンサーシップ産業は、年間 250億ドルの市場であり、北米のマーケットは
95 億ドルと見られる(H-1)。全米の多くの企業は、スポーツスタジアムに企業名を付け、
自社のロゴを表示ために、莫大な費用を支払っている。国際宇宙ステーションは明らかに

スポンサーシップのターゲットであり、もし、商業プロモーションが許可されれば、莫大 
な収益が NASAに入るものと思われる。 
 

Fig.H-1 Global Sponsorship Spending 2001
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Source: Market Opportunities in Space.  U.S. Dept of Commerce 
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I.   宇宙ベンチャー企業投資 
 
宇宙産業が成長するための最も高い障壁は、金融資本の不足である。ベンチャーキャピタ

ルは、バイオテクノロジー産業の見込みとは関係なく、過去 2、3年間のテクノロジーバ
ブルの推移に伴って、株価も上下すると評価してきた。また、多くのベンチャー企業投資

家は、宇宙産業のベンチャー企業に投資するための十分な資金をもっているが、宇宙産業

はリスクに満ちており、しかも投資資金回収が長期にわたるので、宇宙ベンチャー企業へ

の投資を敬遠している。1ロッキードマーチン社は、自社のベンチャースター計画に資金
提供できなかった。多くのベンチャー企業投資家は、地上の産業とは異なり、宇宙産業を

理解していない。多くの投資家は、インターネット関連企業のように、2、3年で利益が
期待できる投資先を好み、バイオテクノロジー関連企業のように、利益が出るまでに 7、
8年かかる投資先には慎重である。バイオテクノロジー産業には、長期にわたる投資回収
に理解を示す投資家がいる一方、投資回収期間に 10～20年を要する宇宙産業は、以上に
忍耐強い投資家が必要になる。以下に、宇宙産業への投資を希望する投資会社のリストを

示す（図 I-1）。 
 

Fig.I-1 Major Commercial Space Investments 

Company 
Amount  
Raised Investors 

Hughes 1.5 B America Online 
Spaceway 1.4 B Hughes 

Astrolink 1.3 B 
Lockheed Martin, Telespazio Liberty Media  
and TRW 

ICO Global Comm. 1.2 B Eagle River Investments 
Echostar 1 B Private Placements 

XM Satellite Radio 865 M 
Debt offering, public stock offerings, General Motors,  
Clear Channel, DirecTV, Columbia Capital 

Sirius Satellite Radio 700 M 

Blackstone Group, DaimlerChrysler, Apollo 
Management,  
convertible subordinated notes, common stock offering 

Thuraya 600 M Consortium of Banks 
Gilat 400 M Private notes offering, Microsoft 
Loral Space 400 M Private sale of stock 
Sky 250 M Liberty Media and others 
Earthwatch 199 M Subordinated discount rates 
Globalstar 150 M Convertible preferred stock 
Final Analysis 130 M General Dynamics, Raytheon 
Teledesic 121 M AbuDhabi Investment Co. 
OrbImage 75 M Private notes Placement 

 
Source: Market Opportunities in Space.  U.S. Dept of Commerce 
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II. 企 業 概 要 
 
A. グローバルポジショニングシステム 
 
1)  Trimble Navigation Limited-(Sunnyvale, CA) 
www.trimble.com
 

概要‐Trimbleは 1978年に創業し、GPS技術の先端企業として世界 20カ国で従業員
2,000人を雇用している。同社の技術により GPSの可能性は、測量、自動車のナビゲーシ
ョン、機器のガイダンス、資産の追跡、無線プラットフォーム、通信インフラなどに広が

っている。同社は過去 3年間に 1.2億ドルを研究開発に投じて、GPS技術の民生転換を進
めてきた。加えて、測量、農業、建設市場への製品ラインを拡充するために、2000年 7月
に Spectra Positioning Groupを買収した。同年 11月にも、測量、建設および地理情報シス
テム(GIS)市場向けのソフトウェア・ハードウェアのリーディング企業であった Tripod 
Data Systemsを買収した。2001年 4月には、モバイルソリューション事業部を作り、ロケ
ーションベースサービスの Telvisantサービスをインターネットで開始した。これらのサー
ビスは輸送貨物の管理や、その他のモバイル機器で GPSを用いた新しいロケーションベ
ースのソリューションを提供するものである。 
 

資本‐Trimbleは 1990年に株式公開し、GPS技術を用いたソリューションを提供する企
業として初めての公開企業となった。株式はナスダックに公開され、略号は TRMB。 
 

今後の戦略‐500以上の製品を持ち、Trimbleは将来の GPS技術を用いたソリューション
開発を継続していく。GPSをワイヤレス技術や ITと融合することで、自動車、航空機、
建設機械、農業機械、ラップトップ PC、PDAなどに向けた商品開発を計画している。ま
た同社は、ノーテル、セイコー、エプソン、シーメンス、インフィニオンなどの企業と事

業提携することで先進的な技術、ブランド名、広範な販売チャネルを得ようとしている。 
 
 
2)   Garmin Ltd.-(Kansas City) 
www.garmin.com
 
概要－Garminは航空機分野、一般消費者向け GPSシステムのリーディング企業である。
同社の製品は、ハイキング、ボート、ドライブ等のアウトドア活動で用いられている。

Garminは 1989年に創業し、湾岸戦争時に GPS機器を提供して兵士を支援した。同社の製
品には、航空機用の携帯 GPSやパネルマウント GPS、船舶用の航法作図装置、自動車用
や PDA用のモバイル GPS等がある。 
 
資本－Garmin は 11 年間非公開企業として経営された後に、2000 年 12 月に株式公開した。
2003年 12月にはナスダック 100指標株の一つに加えられた。略号は GRMN。 
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今後の戦略－Garminは世界中の様々な販売チャネルを使って数百万台の GPS受信機を販
売してきた。これまでの同社の成功は最新技術の製品によるものだったとしても、今後は

製品を販売した後の消費者のサポートにかかってくるだろう。同社の戦略は、既存の製品

で新しいユーザーをつかまえ、継続的ユーザーとして将来の製品につないでいくことであ

る。 
 
 
3)  SiRF Technology, Inc.-(San Jose, CA) 
www.sirf.com
 
概要－1995年に創業した SiRFは一般消費者向けの GPSシステムを提供している。同社は、
知的所有権ライセンスモデルを持つ、伝説的通信用半導体企業である。同社は、動くもの

であれば事実上何でも対象として、位置情報を提供することを目指している。消費者市場

での成長を続けるために、アイシン AW、クラリオン、ソニーエリクソン、コネクサント、
日立製作所、インテル、松下電器、NEC、ノキア、NTTドコモ等と事業提携をしている。
同社の主要製品は、GPSベースバンドチップ等の RF半導体、GPS用ソフト、ツールキッ
トである。ベースバンドチップの機能は、同社が特許を持つ GPS信号処理技術と CPUや
メモリーなどを含む各種の周辺機能である。同社の半導体製品を利用することで、GPS機
器のメーカーが消費者市場に参入する際の色々な問題を克服できる。 
 
資本－現時点で SiRF は 8,000 万ドル近いベンチャー資金を得ている。デル、日立製作所、
インテル、松下電器、三菱電機、三井物産、ノキア、ヤマハなどの大企業の他、アメリカ

ン・パシフィック・ベンチャー、コンコード・ファイナンシャル、フォーチュン・ベンチ 
ャーなどの投資家も投資している。 
 
今後の戦略－SiRF は未開拓の有望分野として、GPS 技術が大きなインパクトを持つと考
えられる 4 つのコンシューマ・プラットフォームを開拓しようとしている。4 分野とは、
ワイヤレス端末、自動車用製品、モバイルコンピュータ、船舶用分野である。同社は、コ

ンシューマ GPS 市場のニーズに対応するために、革新的で柔軟なビジネスモデルを構築
している。また、同社は、同社の GPS製品を OEMとして組込み、適切な価格帯で市場に 
投入できるように開発ツールを提供している。 
 
 
B. 衛星通信 
 
1)  SES Americom-(Princeton, NJ) 
www.ses-americom.com
 
企業概要－SES Americomは 25年以上の営業実績を持ち、ケーブルテレビ局、放送局およ
び連邦政府への主要サービスプロバイダーとなっている。16 の静止軌道衛星に搭載され
たトランスポンダーは全世界の 99.9995％をカバーしている。米国の大部分のラジオ局、
多くの民放局、教育放送局が同社を利用している。最近では、SES Americom はデジタル
技術を用いたデータ通信(VSAT)とインターネット分野に焦点を当てており、同社は企業
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向けや農村部への高速インターネット・インフラ・サービスを提供している。また、同社

の衛星トランスポンダー利用予約システム(STARS)により、利用客は衛星のトランスポン 
ダーをいつでもウェブサイトから予約することができる。 
 
資本－SES Americomは SESグローバルの子会社であり、SESグローバルはルクセンブル
グ及びフランクフルトの株式市場に上場している。略号は SESG。 
 
今後の戦略－SES Americomは過去 25年間テレビ放送に集中してきたが、今後の方向は新
規分野に向かっている。上述のように、同社は衛星データ通信サービス(VSAT)とインタ
ーネットサービスを始めている。同社では、ハイレベルの通信サービスに対する需要は今

後も伸びていくと予想している。そのため同社では引き続き衛星を増やし、利用客のニー 
ズに合わせて費用対効果の高いサービスを開発していこうとしている。 
 
 
2)  Starband-(McLean, VA)   
www.starband.com
 
企業概要－Starband は、衛星を利用した双方向高速インターネットサービスの大手である。
このサービスを全米 50 州、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島に提供している唯一の企
業として、DSLやケーブルインターネットのサービスが行き届いていない地域に低廉な価
格で高速インターネットのサービスを提供している。住宅向けのインターネットアクセス

速度は最高 500kbps である。インターネット接続に加えて、同じアンテナ設備を使って
EchoStar の DISH ネットワークを通じてデジタル品質のテレビ番組を数百チャンネルも受
信できる。Starband のシステムは 24 個の X36 パラボラアンテナからなっており、22,300
マイル上空にある衛星の最低一つを常に捉えてデータの送受信ができるようになっている。 
 
資金－EchoStar は 2000 年と 2001 年に、Starband に対して 1 億ドルを投資したが、結局
Starband は倒産せざるを得なくなった。連邦破産裁判所は、2003 年 11 月に、同社の会社
更正を認定した。同社の資本構成は、1.13 億ドルの銀行負債を証券に転換することで、明
確に改善した。加えて、Gilat Satellite Networksに対する約 9,000万ドルの負債と倒産後
に発効した緊急社債 1,400万ドルも証券化することにしている。さらに、Starbandと Gilat 
は新たなハードウェアの開発のために 750万ドルの契約を結んだ。 
 
今後の戦略－Starband はチャプター11 による倒産から脱し、経営の黒字化に向けた努力を
継続中である。Echostar が支援をうち切ったために、同社は主要な販売流通チャネルを失
った。湖の影響を解決するために、同社は独自にディーラー・ダイレクト・チャネルとい

う新たな販売網を作り、流通の中抜きを目指している。加えて、同社はネットワーク関連

製品にも力を入れている。新製品の 480Pro モデムは、ルーター機能と 4 回線のポートを
内蔵している。Starband の主要市場は米国ではあるものの、メキシコ及びカリブ諸国に市 
場を広げる計画を持っている。 
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3) Teledesic LLC,-(Bellevue, WA) 
www.teledesic.com
 
企業概要－Teledesic は 1990 年に設立され、現在はグローバルな衛星利用インターネット
サービスを提供している。これは、低コストでコンピュータネットワーク、高速インター

ネットアクセス、双方向マルチメディア、高品質な音声通話等の通信サービスを低廉に利

用可能とするものである。狙っている顧客は、政府、民間企業の他、非営利団体や世界中

の個人である。同社は既に FCCから Kaバンドの免許を取得し、衛星打ち上げについてロ
ッキード・マーチンと、衛星の製造について Spazio SpA と契約を結んでいる。ネットワ
ークは 30 個の衛星からなり、2005 年のサービス開始を予定している。Teledesic が採用す
る中軌道衛星を用いると、通常の静止軌道通信衛星で問題となる遅延が非常に短くなる上

に、送受信機の消費電力が小さくなる。通信速度は、上り 128kbps～100Mbps、下り 
720Mbpsが期待される。 

 
資本－Teledesic は株式を公開しておらず、当面の公開も予定していない。主な投資家は携
帯電話のパイオニアであるクレイグ・マコー、マイクロソフト会長のビル・ゲイツ、サウ

ディアラビアのアルワリード・ビン・タラル王子、アブダビの投資会社、ボーイングであ 
る。 
 
今後の戦略－Teledesic の当面の戦略は、ネットワークを完成し、一刻も早く企業顧客、個
人顧客にブロードバンドアクセスを提供することに尽きる。加えて、同社は、明らかな需

要のある航空機内向けの高速インターネットの提供を行おうとしている。また、遠隔医療、

遠隔教育、電子商取引、テレビ会議、サプライチェーン網、航空通信などは、同社が考え

る高速インターネットを活用した応用分野の一例である。これらの応用分野に対して、 
高品質、高信頼性、高セキュリティのアクセスを提供しようと考えている。 
 
 
4)  Orbcomm LLC,-(Dulles, VA) 
www.orbcomm.com
 
企業概要－Orbcomm は、狭帯域の双方向文字通信、データ通信、ポジショニングサービ
スをグローバルに提供している無線通信会社である。同社は 30 の低軌道衛星と世界中に
設置された地上局を保有している。このネットワークを用いて、同社は事実上地球上全て

の場所からデータを送ったり受けたりできる。現在、同社のネットワークは石油・天然ガ

スの掘削サイトの設備管理や制御、建設機械、鉄道、船舶、輸送コンテナ、トラックなど 
の追跡と管理、航空機向けに気象情報の提供などに利用されている。 
 
資本－Orbcommは非上場企業であり、資本構成についての情報は公開されていない。 
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5)  Wild Blue Communications-(Greenwood Village, CO) 
www.wildblue.com
 
企業概要－ワイルドブルーは、下り 1.5Mbps、上り 256kbps の高速インターネットアクセ
スを、双方向無線で提供しようとしている。ユーザーが同社のサービスを利用するために

必要なものは、モデムと 26インチの衛星アンテナだけである。同社の衛星は Kaバンドの
スポットビームを利用し、一つの周波数を複数のユーザーが利用できる。このため、大容

量の割に低コストとなる。最初のサービスは 2004 年後半に打ち上げが予定されている
Tesesat の Anik F2 という衛星のトランスポンダーを利用して開始され、その後 Space  
System/Loral社が製造中のワイルドブルー１号を打ち上げる予定。 
 
資本－ワイルドブルーのコンセプト、技術力、事業計画は高く評価され、Intelsat、NRTC、
Kleiner Perkins Caufield & Byers、Liberty Satellite、Telesat等の戦略投資を受けている。 
 
今後の戦略－ワイルドブルーが狙っている最大の顧客層の一つは、DSLやケーブルインタ
ーネットによる高速インターネットが利用できない家庭や中小企業である。調査会社の分

析では、2004 年にワイルドブルーがサービスを開始する時点で、農村部や小都市を中心
に最大 3,000万の家庭や中小企業が DSLやケーブルインターネットを利用できないと見て
いる。同社の計画では、これらの顧客に速やかにサービスを提供できることになっている。

即ち、顧客に直接販売する方法と、流通チャネルに乗せる方法を検討している。直接販売

は、ウェブ、電話販売等で行う。小売流通チャネルの方は、農村部に強い NRTCとの提携 
を計画している。 
 
 
6)  Iridium Satellite LLC,-(Leesburg, VA) 
www.iridium.com
 
企業概要－イリジウム・サテライトは、世界で唯一、音声とデータのサービスを提供する

モバイル衛星サービスである。北極、南極、海を含む全地球をカバーしている。遠隔の地

から通信することが必要なユーザーはイリジウムを使って、地球上のどこかと繋がること

ができる。イリジウムを構成する 66 個の衛星は、地球の周りの 6 つの平面に配置され、
高度 485マイルの軌道を回っている。音声やデータは、これらの衛星の間を次々に中継さ
れて、ユーザーの頭上の衛星まで到達する。イリジウムは、航空、建設、災害救助、林業、

政府関係、レジャー・旅行、海事、メディア、軍事、資源開発など多方面で利用可能で 
ある。 
 
資本－イリジウム・サテライト LLCは非公開企業で、2000年 12月にイリジウム LLCの
資産を買収した。 
 
今後の戦略－イリジウムは、今後の成長に向けて、引き続き様々な企業との提携を模索し

ている。加えて、同社は、テロの懸念への一層の対応という名目で、運輸保安局から補助

金をもらった。イリジウムは、経済社会の進歩に常に対応していくために、技術を進め、

新しいサービスを提供しようとしている。つい最近も、同社は企業ユーザーに対してメー
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ルサービス(SMS)を開始した。これは、世界中のユーザーとの間で、160文字以内の文章
を送受信可能なもの。 
 
 
7)  ICO-(Los Angeles) 
www.ICO.com
 
企業概要－ICOは、高品質の音声通話、ワイヤレスインターネット、その他のパケットデ
ータ通信を一括して世界中で可能にしようとしている。ICOが狙っている市場は、海事、
運輸、政府、石油、天然ガス、建設の市場である。これらの市場の顧客は、地球上の最も

僻地から通信できることを望んでいる。ICOシステムの衛星は、高度 6,400マイルの中軌
道に打ち上げられる予定である。ICOの衛星のアーキテクチャは「ベントパイプ」と呼ば
れ、衛星を反射鏡のように使って送信局から受信局まで信号を中継していく。また、衛星

は ICONETという名前の地上の高速 IPネットと通信するようにデザインされている。
ICONETは地球上各地におかれ高速回線で接続された、サテライト・アクセス・ノード
(SAN)という地上局からできている。 
 
資本－世界的な有名な携帯電話のパイオニア、クレイグ・マコーが ICOの資金をサポー
トしている。マコーがリードする国際的な投資家グループが、2000年 5月に 12億ドルで
ICOを買収した。 
 
今後の戦略－ICO の将来構想は、多くの規制要素、資金の可能性、利用できる周波数、技
術の完成度、混信防止、2GHz 帯の地上波の使い方についての FCC 規制への適合などに 
依存するだろう。 
 
 
8)  Intelsat-(Washington, DC) 
www.intelsat.com
 
企業概要－インテルサットは、500 以上の放送局や通信サービスの需要に対応している。
インテルサットのサービスによって、個人、企業、政府は通信が可能になり、世界中に情

報発信できるようになっている。インテルサットの通信網は、音声・データ通信、企業内

情報、金融取引、インターネット、動画伝送など広く用いられている。25 の静止軌道 
衛星がこのネットワークを構成し、世界 200カ国をカバーしている。 
 
資本－INTELSATは 2001年７月 18日に、実質的に全ての資産と負債を Intelsat Ltdに譲渡
し、同社の非公開子会社となった。 
 
今後の戦略－Intelsatは以下の計画を実施していくことで、今後とも世界の衛星通信のリー
ダーの座を維持しようとしている。 

• 既存の顧客及び新規の顧客に対して新たなサービスを提供していくことで、コア

ビジネスの強みを維持していく。 
• 動画分野と官需分野への浸透を高めるために、一層の資源投入を行う。 
• 成長目標に対して、適切な投資を行う。 
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各種サービスの組み合わせを見直し、カバーする地域についても戦略的に検討する。 
 
 
9)  PanAmSat-(Wilton, CT) 
www.panamsat.com
 
企業概要－パンナムサットは通信衛星として世界人口の 98％をカバーし、ケーブルテレ
ビ、テレビ局の子会社、家庭向けの衛星テレビ、インターネットプロバイダー、通信事業

者が利用している。主な利用者は、AOL、BBC、中国中央電視台、ABC、ヒューズネット
ワークシステム、ダイムラー・クライスラー、GM、ウォルグリーン等がある。パンナム
サットは高度 22,300マイルに上げられた 20個の静止軌道衛星からなっている。1983年に
最初の Galaxy１号がによってテレビ番組を全米のケーブルテレビ局に配信できるようにな
り、米国のテレビ産業は大きく変わった。 
 
資本－パンナムサットはナスダックに上場されており、略号は SPOT。 
 
今後の戦略－パンナムサットはネットワークを拡充するために、引き続き衛星の打ち上げ

を行っている。2003 年には Galaxy12 号、Galaxy13/Horizons１号を打ち上げた。後者は、
北米でハイビジョンテレビ放送に対応している。同社は、既存のサービスに加えて、ハイ 
ビジョン分野で収入増と衛星通信のリーダーの地位を高めようとしている。 
 
 
10)  Loral Skynet,-(Bedminster, NJ) 
www.loralskynet.com
 
企業概要－ロラール・スカイネットは、7個の Telstar衛星を運用し、テレビ放送、ケーブ
ル／ダイレクトテレビ、スポーツやイベント、データ通信、インターネット、ニュース取

材、ビジネステレビ放送、遠隔教育、テレビ会議、等のサービスを行っている。同社の衛

星は世界の人口の 85％をカバーしている。また、Skynet は最先端の地上局をペンシルバ
ニア州とカリフォルニア州に持っている。この地上設備を使って衛星システムと地上、 
地表波のシステムを結びつけている。 
 
資本－ロラール・スカイネットは元々は AT&T の子会社だったが、現在は Loral Space 
and Communications の子会社になっている。同社は公開企業であるが、主要市場には上 
場されていない。略号は、LRLSQ。 
 
今後の戦略－ロラールスカイネットは、卓越した満足を顧客に与えるために常にリソース

を投入している。例えば、テルスター・ユーザー・グループを作って新たなサービスの可

能性とよりよいサービスについて、オープンにアイディアと情報を交換できるようにして

いる。加えて、同社は SUIRG という衛星管理者の国際的なグループでも主導的な役割を
果たし、混信を減らし、信号品質を改善し、より総合的な業界技術基準を作ろうとしてい 
る。 
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11)  Hughes Network Systems-(Germantown, MD) 
www.hns.com
 
企業概要－ヒューズネットワークシステム(HNS)は、事業所向け、家庭向けのブロードバ
ンド衛星ネットワークの世界的なプロバイダーであり、世界 85カ国で 50万システムが出
荷されている。HNSは DIRECWAYのブランドで、衛星ブロードバンドサービスを始めた
パイオニア企業である。また、衛星モバイルネットワークおよび端末を提供する主要企業

となっている。地上でのアクセスに関しては、AIReach という高速ワイヤレスのサービス
を使って、一地点から多地点に接続できるようになっている。さらに、HNS は DIRECTV
衛星テレビ受像器の主要なメーカーでもあり、2003年半ばまでに 1,200万台を出荷してい 
る。 
 
資本－HNSはヒューズエレクトロニクスの 100％子会社である。親会社は GMSの略号で
NYSEに上場されている。 
 
今後の戦略－HNSの次世代の衛星システムは Kaバンドを使う SPACEWAYで、高性能の
衛星搭載信号処理プロセッサやパケット交換、スポットビームなどの技術を用いて、地上

の地域によらずワンホップでの通信を提供する。SPACEWAY のアーキテクチャでは、ユ
ーザーは中央送信施設やハブ施設を使わずに、直接衛星を使って通信できる。バンドウィ

ズ・オン・デマンド（必要に応じて帯域幅を割り付け）によって、狭帯域かメガビットレ

ベルか、動画中心か、さらにリッチメディアか等のユーザーの利用形態によって必要とす

る帯域に応じた料金を払えばよい。SPACEWAY を利用すると、大企業、通信事業者、中
小企業、個人のユーザーも、遠隔医療、卓上テレビ会議、双方向遠隔教育などを、従来の

地上システムに比べてより高速で、より安価に利用できるようになる。広い範囲で通信業

界の標準に適合しているので相互運用性が高く、既存の地上システムとも統合されていく 
可能性がある。 

 
 
C. リモートセンシング企業 
 
1)  Orbimage Inc.-(Dulles, VA) 
www.orbimage.com
 
企業概要－Orbimageは、高品質の地理空間画像情報及びサービスを提供する代表的企業で
ある。現在得られる画像は、1997年に打ち上げられたOrbView-2及び 2003年に打ち上げ
られたOrbView-3によるものである。OrbView-2は海洋及び陸地の画像を提供するのに対
し、OrbView-3は 1メートル分解能のモノクロ画像と 4メートル分解能のカラーデジタル
画像を提供する。同社のシステムは画像収集の衛星と、地上局、インターネットを利用し

た販売チャネルを組み合わせることで、可能な限り低価格で画像を収集し、信号処理し、

配信することを可能としている。同社の画像データは、パイプラインのルート検討、建設

計画、農業、林業、旅行の計画などに応用されている。また同社は、OrbView-2から撮っ
た海洋の画像に基づき世界中の漁業関係者に対してSeaStar Pro Fisheries Information Service
という魚群探査地図を提供したり、世界中の主要大都市の画像を提供するOrbView Cities

 41

http://www.hns.com/
http://www.orbimage.com/


というプログラムを提供している。画像は、インターネットでwww.orbimage.comまたは他
のオンライン販売サイトで購入できるが、今のところウェブサイトでサポートされている

のはOrbCities ProgramとOrbView-2の画像だけである。 
 
資本－Orbimageは現在破産処理のプロセスにある。連邦破産裁判所は 2003年 10月に、同
社の再建計画を承認した。同社がチャプター11 から脱する実際の期日は定められていな 
いものの、近い将来だと期待されている。 
 
今後の戦略－Orbimageの成長戦略は米国内外の主要都市のモノクロ画像を分解能 1メート
ルで提供する OrbView Cities にかかっている。また、同社は高分解能画像収集衛星を打ち
上げてライブラリーを拡張することを計画している。同社が最も期待している事業分野は、

測量と地図作製、天然資源開発、コンシューマ分野への応用、国家安全保障の４分野であ

る。通信事業者や建設、運輸などの産業が日常的に航空写真を使うようになってきている

ので、測量・地図作製の分野は広範なユーザーを期待できる。天然資源開発の分野では、

石油や天然ガス開発、農業、漁業、森林管理、自然災害アセスメントなどの分野で限りな

く衛星写真の恩恵を被っている。コンシューマ分野でも不動産評価、旅行計画、３Ｄのビ

デオゲーム開発などで、衛星画像の応用が一般的になってきている。そして、国家安全保

障に関しては、現在彼らが保有している能力を補完するものとして衛星画像に期待されて

いる。こうした画像は今後もオンラインで入手可能であり、高速インターネットの 
普及で販売が進むだろうし、OrbView-3からの画像も近い内に入手可能になる。 
 
 
2)  Space Imaging, Inc.-(Thornton, CO) 
www.spaceimaging.com
 
企業概要－Space Imaging は 1999 年に、初めての高分解能商用画像収集衛星として
IKONOSを打ち上げた。地上 423マイルの高度を周回しながら、IKONOSは同種の他の衛
星の約２倍の高分解能（地表で２メートルの精度）のデータを収集している。同社は

IKONOS 衛星からの画像データに加えて、インド・リモートセンシング衛星(IRS)、
LANDSAT、RADARSAT、Space Imaging Digital Airborne Imagery Systems (DAIS)からの画
像を集めて統合している。多様なデータを統合することによって同社の画像データはより

高精度で、様々な応用に柔軟に適応できるものとなっている。生データを集めるだけでな

く、Space Imagingは全ての大陸の、のべ何百万平方キロにも及ぶ画像データのアーカイブ
を提供している。同社は、これまで林業、火災やエコシステム、国家・世界の安全保障、

空港・港湾、中央及び地方政府への応用をサポートしてきた。特別なサポートを必要とす

る組織は、自分自身の地上局とデータ処理センターを運営して IKONOS 衛星にアクセス
できる。また、Satellite Access Systems の部門は、複数の地上局へのアクセスと、細部に 
渡るトレーニング及びサポートを提供している。 
 
資本－Space Imagingは 1994年に、ロッキードマーチン・スペース・システム、レイセオ
ン・システム、三菱、現代が出資して創立された。 
 
今後の戦略－将来の成長と成功に向けて Space Imaging は、引き続き最先端の技術も有す
るパートナーとの連携を進めようとしている。重要なパートナーとしては、SGI、ナビゲ
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ーション・テクノロジー、Signiant、Intermap、ライカ等がある。同社は、画像作りと配布
方法の改良を引き続き行っており、より速やかにデータを配布し顧客の満足を高めようと 
している。 
 
 
D. 衛星ラジオ 
 
1)  Sirius Satellite Radio-(New York, NY) 
www.siriusradio.com
 
概要－Sirius Satellite Radioは、全米に 60チャンネルの音楽番組と、40チャンネルのトー
ク、ニュース、スポーツ、その他の娯楽番組を放送している。月に 12.95 ドルの加入料で、
CD並の音質の番組がコマーシャルに邪魔されずに聞けるというのは、リスナーにとって
魅力的なものだ。さらに、シリウスが提供する音楽は、自前の DJが選曲している。同社
は、最新鋭の三つの衛星からこれら 100チャンネルの番組を放送している。これら三つの
衛星は静止軌道上にあって、デジタル放送を全米に送信している。 
 
資本－Siriusは NASDAQに上場され、略号は SIRI。 
 
今後の戦略－視聴者が通常の AM/FM ラジオよりも Sirius の番組を好んで聞くようにする
ために、同社では音楽番組の専門プロデューサを起用して 60 以上の音楽専門チャンネル
を放送している。また、番組を充実させるために、NPR、ABC ニュース、BBC ワールド
ニュース、ESPN、CNBC、ディズニーラジオ、E!エンターテインメントと契約を結んでい
る。技術的な互換性を確保しているので、Sirius の番組は、ケンウッド、パナソニック、
Audiovox、クラリオン、Jensen の受信機で聞くことができる。自動車メーカーとの間では、
フォード、クライスラー、BMW、メルセデスベンツ、ジャガー、ボルボ、マツダ、ラン
ドローバー、ドッジ、ジープ、ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、日産、インフィニ

ティと搭載の契約を結んでいる。さらに、自動車を購入する顧客のラジオの選択に大きな

影響を与えるカーディーラーとして、Asbury Automotive Groupのような組織と契約を結ん
でいる。最後に、製品プロモーションのために、同社は新聞、雑誌広告、ダイレクトメー 
ル、テレビやラジオの広告を積極的に行っている。 
 
 
2)  XM Satellite Radio Inc.-(Washington D.C.) 
www.xmradio.com
 
企業概要－ＸＭラジオは 2001年 11月に全米でサービスを開始した衛星ラジオ放送であり、
全米に音楽、スポーツ、トーク番組を 101チャンネル放送している。同局は、独自の番組
とともに既存の AM/FM局の番組も流している。番組を提携している局は、NASCAR、AP、
ABCニュース、CNBC、CNET、BBCワールドサービス、ラジオ・ワン、CNN/SI、ブルム
バーグ、フォックスニュース、C-SPAN、クリアチャンネル、ディレク TV、MTV、VH-1、
ESPN等である。受信料は月額 9.99ドルで、二人目以降は一人 6.99ドルである。静止軌道
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上に打ち上げられたボーイング製の 702 衛星が米国全土をカバーしている。XM ラジオは
Ｓバンドのうち 2 3 3 2 . 5～ 2 3 4 5 . 0 M H z の 1 2 . 5 M H Z 帯域を使用している。 
 
資本－XMラジオは 1992年に創設され、1999年 10月に NASDAQに上場された。主要投
資家は、ホンダ、クリアチャンネル・コミュニケーション、ディレク TV、ゼネラル・ 
モータース等である。 
 
今後の戦略－XM ラジオの今後の成長戦略の中心にあるのは、優良なパートナーとの提携
である。同社のサービス開始前も開始後も、番組作成、販売、ハードウェア、自動車、営

業、投資、技術の各分野で強力な提携関係を構築してきた。アルパイン、デルファイ、パ

ナソニック、パイオニア、ソニー等のハードウェアメーカーと提携して、現在のラジオと

XM 放送の両方を聞けるような受信機を作り、ビュイック、キャデラック、シボレー、Ｇ
Ｍ、サーブと提携して、XM ラジオを新車オプションとして搭載している。さらに、シス
コやルーセント、オラクル、シーベル、ソニー等の実績のある IT 企業と提携して、同社 
の技術面での支援を受けている。 
 
E. 衛星テレビジョン放送 
 
1)  DirecTV, Inc.-(El Segundo, CA) 
www.directv.com
 
企業概要－DirecTV社は、1994年夏に衛星を打ち上げ、デジタルテレビ放送を開始した最
初の企業である。以来、DirecTVのシステムは、最も急成長しているコンシューマー電子
製品の一つである。このシステムは、ロサンゼルスおよびコロラドにあるデジタル放送セ

ンターが、地球上空 22,300マイルの静止軌道上に存在する最大 6機の衛星（4機は Hughes 
Electronics社製、2機は Loral社製）に放送電波を送り、サービスを提供している。これら
高出力の衛星は、利用者が所有する衛星放送用アンテナに電波を中継する。IRDと呼ばれ
るデジタル TV放送用受信機は、チャンネル毎の電波を分配し、圧縮されていた情報を元
に戻し、利用者が視聴できるように信号のアナログ変換を行う。 
 
資本－DirecTV は、Hughes Electronics 社の主要 4 グループのうちの一つである。4 グルー
プのうち、他 3 企業は、DirecTV ラテンアメリカ社, Hughes ネットワークシステム社, 
PanAmSat社である。DirecTV 株式は Hughes 社傘下、シンボル HS として、ニューヨーク 
株式市場にて取引されている。 
 
今後の戦略－DirecTV は、多様なコンテンツの番組を提供し、利用者の無限のニーズに応
えていく方針である。NFLの公式戦独占放送をはじめとする、多数のチャンネルとの提携
は、あらゆるニーズを持つ消費者を惹き付けるものである。DirecTV は、さらに高度な技
術を駆使した製品・サービスを開発すべく、TiVo, Wink Communications, Ultimate TV社な
どとの連携を深めている。DirecTV の持つ最大の強みは、アメリカ国内および国際的 TV
チャンネルの広範囲な放送プログラムであり、これにより多くの番組を望む利用者を確保

している。このことはローカル TV 放送およびケーブル TV 放送では実現できないもので 
ある。 
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2)  EchoStar Satellite Corp.-(Denver, CO) 
www.dishnetwork.com
 
企業概要－EchoStar社は、1980年に設立された、C-band（6～8 GHz）を用いた TV放送シ
ステムを提供する企業であり、現在、DISH ネットワークデジタル衛星 TV 放送サービス
を、アメリカ全土に供給している。1987 年に直接放送衛星のライセンスを取得した後、
EchoStar 社はこれまでに 9 機の放送用衛星の打ち上げに成功している。これらの衛星はチ
ャンネル数 500以上のデジタル TV信号を中継できる。この DISHネットワークサービス
は 80 万世帯もの利用者数を誇り、そのシステムを円滑に運営するために、15,000 人の 
従業員を抱えている。 
 
資本－EchoStarは、略号 DISHとして、ナスダックに上場している。 
 
今後の戦略－衛星 TV 放送の利用者が抱える一つの問題は、視聴できる地方番組が少ない
ことである。EchoStar は、各地域における地方放送を提供すべく、継続して事業活動を行
っている。EchoStarは、2003年 12月、13の地域において地方放送の視聴を可能にした。 
また今後、アメリカ国内 100地域の地方放送の視聴を可能にする計画である。 
 
 
F. 宇宙旅行産業 
 
1)  Incredible Adventures-(Sarasota, FL) 
www.incredible-adventures.com
 
企業概要－Incredible Adventures社は、体内アドレナリン分泌増進のために多額の費用を払
う冒険愛好家向けに、多彩なツアーを提供している。この企業は、過去 10年間、2,000回
以上の飛行を手配しており、ツアー参加者は、一日宇宙飛行士、無重力、宇宙の入口への

旅、ハイドロラボ（水中実験室）、宇宙飛行訓練プログラムなどを体験することができる。

一日宇宙飛行士ツアーでは、Star City にある Yuri Gagarin宇宙飛行士訓練センターでの一
日訓練および、実際の宇宙飛行士の訓練に使用されるシュミレーターでの訓練が体験でき

る。無重力体験ツアーでは、放物線状飛行によって無重力空間を再現できる IL-76 MDK
飛行機内の実験室で、無重力体験ができる。宇宙の入口ツアーでは、ミグ 25（Foxbat）
戦闘機で大気圏外への旅が体験できる。ハイドロラボでは、ミールや国際宇宙ステーショ

ンの飛行士が訓練に使用した実験タンクにおいて、Orlan 宇宙服に身を包み、トレーニン
グを受ける。宇宙飛行訓練プログラムでは、ロシアの宇宙飛行士訓練プログラムに参加で

きる。ツアー参加者が宇宙に旅するためには、健康診断にパスした後、ロシア宇宙プログ

ラムの厳格な要求項目を満たさなくてはならない。ツアー参加希望者が要求項目全てにパ

スすることは出来ても、その旅行費用総額は 1,500～2,000万ドルと高額であるため、ツア 
ー参加はまだ限られたものである。 
 
資本－Incredible Adventures社は、創業者がロシアのミグ戦闘機飛行の需要に着目し、1993
年に設立された。1996年、冒険旅行産業への投資経験を持つベンチャー企業投資家の
Norman Fastに買収された。 
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今後の戦略－Incredible Adventures社は、さらに顧客を獲得するために、新しくて風変わり
な冒険旅行ツアーを企画中である。Incredible Adventures 社は、最近、Wings Over Cape 
Town（南アフリカのケープタウン上空をジェット戦闘機で飛行するツアー）、Covert 
Ops（特殊部隊訓練ツアー）、 Air Combat USA（空中戦体験ツアー）、Ranger Team 
Adventures（チームビルディングプログラムツアー）をそのラインナップに加えた。 
 
 
2)  Space Adventures, Ltd.-(Arlington, VA) 
www.spaceadventures.com
 
企業概要－Space Adventures 社は、市民を宇宙空間に輸送するリーディング企業である。
宇宙への最初の旅行者となった Dennis Tito氏とMark Shuttlesworth氏は、Space Adventures
社のサービスを利用した。ツアー参加者はオービタル宇宙飛行、サブオービタル宇宙飛行、

オービタル飛行予備訓練、地上宇宙飛行体験からプログラムを選択できる。オービタル宇

宙飛行プログラムは、市民が宇宙滞在に耐え得る精神的・肉体的訓練を行った上での、8
日間の国際宇宙ステーション滞在ツアーである。サブオービタル宇宙飛行プログラムは、

現在開発段階にあるが、すでに 100人以上のツアー希望者がいる。参加者は、最初の数日
間、無重力環境に対応するための訓練を受けた後、4 人搭乗可能再使用型弾道ロケットに
て宇宙空間への旅へ出かけることができる。オービタル飛行予備訓練プログラムは、無重

力飛行、宇宙の入口への旅、遠心訓練、浮力訓練を含む、2 週間の訓練プログラムである。
地上宇宙飛行体験プログラムは、無重力飛行や最新ジェット戦闘機からの地球の眺めを楽

し 
むことができる。 
 
資本－Space Adventures社は、未だに株式非公開企業である。主な投資家は下記の通り。 

• Mike McDowell ：冒険旅行産業  
• Randall Rule ：非航空宇宙産業のベンチャー企業投資家  
• Dr. Alberto Vasquez： E-コマース/サプライチェーン管理ソフトウェア企業家  
• Richard Garriott ：ゲームソフトウェア企業家  
• Gloria Bohan： Omega World Travel 社社長 
• Peter Diamandis： X Prize Foundation 創設者および社長 

 
今後の戦略－Space Adventures 社が、旅行者を宇宙に送り出したのは、いまだ 2 人に過ぎ
ないが、彼らの将来のビジョンは単なる宇宙旅行の提供に留まらない。彼らの目標は、宇

宙旅行を希望する個人の利益を追求するだけではなく、国際宇宙事業全体の発展をも視野

に入れたものである。宇宙旅行産業のために開発された再利用型打ち上げロケット技術は、

次世代の宇宙輸送機関として発展するであろう。旅行事業からの収益は、新たな技術の投

資を促し、その結果、より信頼性が高く、安価で、安全な宇宙への旅が実現するであろう。

これらの事業を通して、Space Adventures 社は高速大陸間航空輸送事業（地球上のどの地
点へも 45 分で移動する）の展開、衛星打ち上げの改良、軌道上にある民間宇宙ステーシ 
ョンの開発などにより、世界経済全体に前向きなインパクトを計画している。 
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G. 衛星打ち上げサービス 
 
1)  Boeing Launch Services-(Huntington Beach, CA) 
www.boeing.com/defense-space/space/bls/flash.html
 
企業概要―Boeing Launch Servics 社（BLS）は、戦略的立案から事業展開、政府機関およ
び企業への販売など、総合的なサービスを提供する企業である。BLS は、様々な企業・団
体向けに、Boeing Deltaおよび Sea Launchサービス事業を展開している。ペイロードを、
低軌道（LEO）、地球静止軌道への遷移軌道（GTO）、宇宙空間あるいは静止軌道
（GSO）まで打ち上げることが可能である。ボーイングは、目的に応じて様々に変更され
た打ち上げ要求事項に関して、膨大な実績を持つ。例えば、要求事項は、科学的知見、リ

モートセンシングなどである。Sea Launch および Delta ロケットシリーズは、今日使用で
きるロケットシステムの中でも、最も信頼性が高く、正確である。これらは 13,100 kg  
までの大型衛星を GTOまで打ち上げる能力を有する。 
 
資本－Boeing Launch Servics社はボーイング社の子会社である。株式銘柄の省略記号は BA、
上場はニューヨーク株式市場である。 
 
今後の戦略－Sea Launch社は 2004年 1月、Space Systems/Loral社向けに、テルスター14衛
星の打ち上げを計画している。このミッションは、Space Systems/Loral社が今後計画して
いる他の 2衛星の打ち上げに先立つ重要なものである。このミッションの後、Sea Launch
社は 2004年中に 3回の打ち上げを計画している。 
 
 
2)  International Launch Services-(McLean, VA) 
www.ilslaunch.com
 
企業概要―International Launch Services社（ILS）は、衛星打ち上げサービスを提供する企
業である。ILSは 80年の歴史を持ち、アトラスおよびプロトンロケットを用いて 881回の打
ち上げに成功するなど、確かな実績をもつパイオニアである。ILSは 2種類のロケットシステ
ムと 2箇所の専用打ち上げセンターを所有しており、打ち上げを希望する顧客は、用途により
ロケットシステムを選択することが可能である。ILSは、米ロッキードマーチン社およびロシ
アの Khrunichev研究・製造 宇宙センターと提携している。ロッキードマーチン社と
Khrunichevは、技術的専門知識と開発の伝統を誇り、アトラス・プロトンロケットの改良を継
続的に行っている。この国際合弁企業は、ILSによる 2カ国・2箇所のセンターでのサービス
の提供を可能にしている。米国の打ち上げセンターは、フロリダ・ケープカナベラルの米空軍

基地に、もう一方のセンターはカザフスタンの Baikonur Cosmodromeにある。 
 
資本－ILSは、1995年に、Khrunichevが開発したプロトンロケットおよびロッキードマーチン
社が開発したアトラスロケットを市場に投入する目的で設立された合弁企業である。ILS
は、ロッキードマーチン商用衛星打ち上げサービスおよび Lockheed Khrunichev Energia国
際合弁企業によって運営されている。 
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今後の戦略－ILSは 2004年の最初の事業として、2月 5日、米フロリダの打ち上げセンターに
て、SES Americomの AMC-10衛星を搭載したアトラス II ASロケットの打ち上げを計画して
いる。 
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X PRIZE TEAM SUMMARIES 
(Note: see www.xprize.org for more detailed data) 

List of Registered X PRIZE Teams 
1. Acceleration Engineering 

2. Advent Launch Services 

3. Aeronautics and Cosmonautics Romanian Association - ARCA 

4. American Astronautics Corporation 

5. Armadillo Aerospace 

6. Bristol Spaceplanes 

7. Canadian Arrow 

8. The da Vinci Project 
9. Pablo de León and Associates 

10. Discraft Corporation 

11. Flight Exploration 

12. Fundamental Technology Systems 

13. IL Aerospace Technologies (ILAT) 

14. Interorbital Systems (IOS) 

15. Kelly Space & Technology 

16. Lone Star Space Access 

17. Micro-Space, Inc. 
18. PanAero 

19. Pioneer Rocketplane 

20. Scaled Composites 

21. Starchaser Industries 

22. Suborbital Corporation 

23. TGV Rockets 

24. Vanguard Spacecraft 



Page 2  X PRIZE TEAM SUMMARY 

1. ACCELERATION ENGINEERING 
Ship Name: Lucky Seven 
Team Leader: Mickey Badgero  
Nation: USA – Bath, Michigan 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parafoil Landing 
Web: None 

Lucky Seven will be a conical rocket 9 meters long and 3 meters between 
fin tips. For launch and landing, the rocket will be supported on four fixed 
leg-fins, each five feet tall. These legs are part of a metal frame that supports the propulsion system, a 
pressurized cabin, and a nose cone/recovery system. Launching vertically, the main engines will burn for 
90 seconds, after which the rocket will coast for another 100 seconds past the 100-kilometer altitude mark. 
Passengers will experience weightlessness for about three and a half minutes - from the time the engines 
shut off until the rocket falls back into the atmosphere.  Upon reentering the atmosphere, a drogue 
parachute will be deployed to slow the ascent. When the air thickens, a parafoil will be deployed.  The 
spacecraft will then return to the launch site, using a Global Positioning System satellite guidance system, 
gliding to a vertical landing. 

2. ADVENT LAUNCH SERVICES 
Ship Name: Mayflower 
Team Leader: Jim Akkerman 
Nation: USA – Houston, Texas 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff from Water 
Landing: Horizontal Glide Landing on Water 
Web: www.ghg.net/jimakkerman 

Advent Launch Services (ALS) is an employee-owned corporation 
established to provide reliable earth-to-orbit payload deliveries at a 
small fraction of today's costs and to establish a fully-commercial 
space program. ALS is a group of NASA retirees with extensive experience with space vehicle 
development. James W. (Jim) Akkerman is president and has primary responsible for the Advent concept. 
The Advent spacecraft is launched vertically from water and landed horizontally like a sea plane. It is a 
winged rocket that is designed to glide down to the ocean surface for a safe, controlled landing. A full-scale 
engineering test vehicle has been completed and rocket engine tests were performed in June 2003. Results 
of these tests have led to some redesign of propulsion system components. 
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3. AERONAUTICS AND COSMONAUTICS ROMANIAN 
ASSOCIATION - ARCA 

Ship Name: Orizont 
Team Leader: Dimitru Popescu 
Nation: Romania - Rimnicu Vilcea 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Water 
Web: www.arcaspace.ro 

The Orizont vehicle is extremely simple to ensure a high reliability and 
low production cost. The entire vehicle has a length of 14 meters (46 feet), a diameter of 1.4 meters (4.6 
feet), and weighs 7,000 kg (15,430 pounds). The vehicle will take-off vertically, from a launch pad and 
accelerates to a speed of about 1,300 m/s. At 40,000 m the engine will shut down, and the vehicle will 
continue to coast to an altitude above 100 km. The acceleration will be no greater than 3.5G. The crew 
capsule separates from the launch vehicle at an altitude of 80 km. The return to the surface of the Earth of 
the Orizont vehicle will be made in two separated pieces. One piece will be the rocket, and the other will be 
the capsule. Both will have a parachute recovery system, and they will land on sea. The main parachutes 
will be deployed at an altitude of 4 km. Helicopters will recover both the capsule and rocket. The occupants 
of the capsule will stay in the vehicle until the helicopter will transport the capsule to the land. 

4. AMERICAN ASTRONAUTICS CORPORATION 
Ship Name: The Spirit of Liberty 
Team Leader: Bill Sprague 
Nation: USA – Oceanside, California 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Water 
Web: www.americanastronautics.com/Projects/X-Prize 

The American Astronautics Corp. is a group of seasoned “low cost 
launch vehicle” designers, builders, testers, and launchers of simple, 
pressure fed, reusable space launch vehicles which follow the Minimum-Cost-To-Flight philosophy. The 
Spirit of Liberty is the logical step leading from the X-3 to take a single person to an altitude of 100 km, 
and to the currently in-work commercial space tourism vehicle designed by Sprague, capable of carrying 30 
passengers. The Spirit of Liberty will weigh about 10,000 pounds and have an engine producing some 
20,000 pounds of thrust. The rocket is 3 feet in diameter and some 42 feet long.  
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5. ARMADILLO AEROSPACE 
Ship Name: Black Armadillo 
Team Leader: John Carmack 
Nation: USA – Dallas, Texas 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Land with Crushable Nosecone 
Web: www.armadilloaerospace.com 

Leading a small team of dedicated enthusiasts with eclectic 
backgrounds, John Carmack founded Armadillo Aerospace in 2000 
an incorporated on January 1, 2001. Since that time, the Armadillo 
team has accomplished more than some groups have in decades; 
and each successful achievement leads them to one of their goals. Armadillo Aerospace has set its site on 
winning the X PRIZE. Armadillo Aerospace is located in Mesquite, Texas, USA. 

As testing on vehicle systems progresses, the design of the Black Armadillo is gradually maturing. The 
current design is a single stage vehicle with non-traditional operating features. The Black Armadillo’s 
propulsion system consists of four pressure fed, hydrogen peroxide, monopropellant system rocket engines 
fed from a single tank. The propellant tank has a capacity for 1,600 gallons (6,055 liters) of hydrogen 
peroxide. The exhaust of a hydrogen peroxide propulsion system is environment-friendly (superheated 
steam and gaseous oxygen). Recent testing of the crushable nose cone landing system was performed as the 
full-scale test vehicle was dropped from 20,000 feet. 

6. BRISTOL SPACEPLANES 
Ship Name: Ascender 
Team Leader: David Ashford 
Nation:  United Kingdom – Bristol, England 
Launch:  Horizontal Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Landing at Conventional Runway 
Web: www.bristolspaceplanes.com 

Bristol Spaceplanes Limited, based in Bristol, England, was 
formed in 1991 to the Ascender Spaceplane. Bristol Spaceplanes 
has been an industry leader in spaceplane design for more than 30 
years. David Ashford is director of Bristol Spaceplanes Limited. 
He graduated from Imperial College and University of London. Ascender is a small airplane that can reach 
the altitude of space (i.e. 100 kilometers or 62 miles) but not orbital speeds. It is fitted with jet engines and 
a rocket motor. It takes off from an ordinary airfield using its jet engines and climbs at subsonic speed to a 
height of 8km. The pilot then starts the rocket engine and pulls the spaceship up into a steep climb. When 
the rocket fuel is used up Ascender is climbing close to the vertical at a speed of Mach 2.8, from which it 
coasts to a maximum height of 100km. Ascender then enters a steep dive. On reaching the atmosphere the 
pilot pulls out of the dive and flies back to the airfield from which he took off some 30 minutes earlier. 
Ascender will carry a crew of two and two passengers to space and back. Passengers will experience two 
minutes of weightlessness, will see superb views of Earth, and will see the sky turn black even in daytime. 
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7. CANADIAN ARROW 
Ship Name: Canadian Arrow 
Team Leader: Geoff Sheerin 
Nation: Canada – Toronto, Ontario 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Water 
Web: www.canadianarrow.com 

The Canadian Arrow is one of two Canadian X PRIZE teams. The 
Canadian Arrow vehicle takes off vertically under 57,000 lbs of 
engine thrust. This first stage burns for approximately 55 seconds 
to an altitude of 90,000 ft. The second stage crew cabin then 
separates and burns for 5 seconds, boosting the velocity enough to reach 70 miles altitude. The acceleration 
at separation is no more than 4.5 Gs. The pilot will orient the vehicle for the best window view for 
passengers during the flight through the 70-mile high arc. Just before reentry the ram air ballute is 
deployed; once the crew cabin slows to subsonic speed the three main parachutes are pulled out slowing the 
vehicle to a gentle splashdown. The Canadian Arrow team has built a full-scale mockup which it trucked 
down to Manhattan in April 2002. In June 2003, Canadian Arrow announced their selection of astronauts to 
fly the Canadian Arrow vehicles in X PRIZE competition flights in late 2003. The company has had a 
successful rocket test of a partial engine and a full scale engine test is expected soon. 

8. THE DA VINCI PROJECT 
Ship Name: Wild Fire 
Team Leader: Brian Feeney 
Nation: Canada – Toronto, Ontario 
Launch: Air Launch from Balloon 
Landing: Parachute Descent on Land 
Web: www.davinciproject.com  

The da Vinci Project will launch its spacecraft from a large helium 
balloon. The 5,500 pound rocket will be tethered 600 meters below 
the 25-story balloon and lifted over the course of an hour to an 
altitude of 80,000 feet. The 10,000-pound thrust, liquid oxygen, 
kerosene engines will fire the first stage and the rocket will fly an initial angular trajectory to clear the 
balloon. The spacecraft then will transition to vertical flight to its apogee of 120 km in space. The rocket 
will reach a maximum speed on both its ascent and reentry of Mach 4, or 4,250 kph (2,650 mph). An 
innovative ballute will protect and stabilize the rocket on reentry. A flyable parachute will be deployed at 
10,000 feet and the rocket will descend under control, guided by GPS, to a predetermined landing zone. 
The da Vinci Project has already successfully conducted full-scale rocket motor test and has built a full-
scale mockup of their vehicle. 
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9. PABLO DE LEÓN AND ASSOCIATES 
Ship Name: Gauchito (Little Cowboy) 
Team Leader: Pablo de León  
Nation: Argentina – Buenos Aires 
Launch: Hybrid Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Water 
Web: www.pablodeLeón .com 

Pablo de León is an aerospace engineer with extensive 
experience in space project management. He is co-founder and 
president of the Argentine Association for Space Technology 
(AATE), and a graduate of the International Space University. 
The flight of Gauchito will start with the lift off of the rocket, a clustered unit made up of four hybrid 
engines producing a maximum acceleration of 3.5 G. The engines burn until the vehicle has reached an 
altitude of 34 km. The vehicle then coasts to 120 km. After about five minutes of weightlessness, the pilot 
will orient the thermal shield for decent into the atmosphere. The vehicle is recovered via parachute. De 
Leon has already flown a scale test capsule to 100,000 feet and conducted one-third scale rocket test 
firings. Testing of flight suits and other critical systems were conducted in May 2003 and a half-scale flight 
test of the Gauchito vehicle was conducted in June 2003. 

10. DISCRAFT CORPORATION 
Ship Name: The Space Tourist 
Team Leader: John Bloomer 
Nation: USA – Portland, Oregon 
Launch: Horizontal Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Landing at Conventional Runway 
Web: None 

John Bloomer is an aerospace engineer and has worked on many 
aerospace projects, including Apollo and holds more than 60 
patents on a disc-platform aircraft. Bloomer’s Ship utilizes 
“Blastwave” Pulsejets. The X PRIZE vehicle is a 100 foot 
diameter, suborbital, hypersonic wave rider aerospace craft (aka “saucer”) exhibiting (on paper) the 
following features unprecedented, maximum slippery, overall, all flight regime, laminar flow by using 
suction over the entire upper surface of the vehicle, ultimate strength, massless, “jet-flap” controls by 
blowing the suction air through exhausts to affect control surface functionality without hardware, and ideal, 
all flight regime, natural positive stability, variable center of gravity by moving the heaviest of aircraft 
components, including the engines 

11. FLIGHT EXPLORATION 
Ship Name: The Green Arrow 
Team Leader: Dr. Graham Dorrington 
Nation: United Kingdom – London, England 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent 
Web: None 

The Green Arrow looks like a small stout version of the Mercury Redstone rocket used to carry Alan 
Shepard. The main difference is that the whole vehicle will be recovered using standard parachutes. The 
prototype vehicle will be fueled by standard aviation kerosene and commercially available hydrogen 
peroxide. It will have an all up mass of about 20,000kg (40,000lbs) at takeoff and have a lightweight 
composite structure permitting a mass ratio of about 0.3. Recovery will be made using standard parachutes.  
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12. FUNDAMENTAL TECHNOLOGY SYSTEMS 
Ship Name: Aurora 
Team Leader: Ray Nielsen 
Nation: USA - Orlando, Florida 
Launch:  Horizontal Rocket Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Glide Landing at Conventional Runway 
Web: www.funtechsystems.com  

Funtech is planning a horizontal all-rocket spaceplane design. Brakes are 
released at half-throttle starting the take-off roll. At 110 knots Aurora is 
rotated for liftoff. The climb attitude is continually increased to maintain subsonic flight until above 60,000 
feet. At 80,000 feet, and with a flight path angle nearly 75 degrees above the horizon, the engine is 
commanded to 100% power. The main engine cuts off and Aurora coasts in a ballistic trajectory above 
350,000 feet. In preparation for reentry, the pilot uses the RCS to orient Aurora into the initial deceleration 
attitude, and the flight path angle is decreased until a turn-back toward the departure field can be initiated. 
The best glide profile is commanded until the downwind initial point for landing is achieved. 

13. IL AEROSPACE TECHNOLOGIES (ILAT) 
Ship Name: Negev 5  
Team Leader: Dov Chartarifsky 
Nation: Israel – Zichon Ya’akov 
Launch: Air Launch from Balloon 
Landing: Parachute Descent on Land 
Web: www.ilat.com  

The Negev 5 will be a self-sufficient reusable sub-orbital space vehicle 
capable of being launched and recovered anywhere in the world from 
land or sea without the need of runways, assist aircrafts, costly 
installations or complicated procedures. The vehicle will be a pressurized 3-person habitant equipped with 
all the essential instrumentation for flight, navigation, communications and life-support. The vehicle will be 
constructed employing lightweight aircraft-grade alloys and composite materials, while the propulsion 
system will utilize the latest hybrid rocket technology. The Negev 5 will be launched from ground level 
using ILAT's own fully reusable High-Altitude Launch Platform (HALP). The concept allows the vehicle 
to hitchhike a free ride on a large stratospheric balloon filled with helium to its intended rocket launch 
altitude of 25 Km (82K ft) above mean sea level. Most of the atmospheric drag will be overcome while 
saving precious fuel. The HALP concept makes it possible to design a smaller, lighter and more efficient 
vehicle; satisfying the criteria for practical low-cost space access. 
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14. INTERORBITAL SYSTEMS (IOS) 

Ship Name: Solaris X  
Team Leader: Roderick and Randa Milliron 
Nation: USA – Mojave, California 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff from Water or Land 
Landing: Parachute Descent 
Web: www.interorbital.com  

Interorbital Systems (IOS), founded in 1996, is a privately funded 
aerospace corporation based in Mojave, California. The company 
develops, manufactures, and tests liquid rocket engines, space launch 
vehicles, and spacecraft. In addition, IOS provides end-to-end space launch services for its own vehicles. 
IOS is presently engaged in the development of its Neptune-Solaris Orbital Spaceliner, a two-stage manned 
orbital launch vehicle. The orbiter stage in this configuration, the Solaris X rocket plane, is the company’s 
X PRIZE entry. Solaris X will become the flagship of IOS’ future suborbital space tourism operations. The 
Interorbital Systems team possesses a broad cross-industry experience base, ranging from the academic 
disciplines of design, simulation, and analysis, to the hands-on skills of rocket prototyping, construction, 
and launch. 

15. KELLY SPACE & TECHNOLOGY 
Ship Name: LB-X  
Team Leader: Michael Gallo 
Nation: USA – San Bernardino, California 
Launch: Air Towed Launch from a 747 
Landing: Horizontal Glide Landing at Conventional Runway 
Web: www.kellyspace.com  

The vehicle is a rocket-powered delta wing glider with a liquid oxygen 
and kerosene liquid rocket engine. The spacecraft is prepared and fueled 
at the takeoff airport. The spacecraft is towed to release altitude behind a conventional jet powered aircraft 
such as Boeing 747 aircraft. Upon release from the tow aircraft, the main engine is throttled up for boost 
phase. The vehicle nominally coasts to an apogee altitude of 100 kilometers. The vehicle then glides to a 
landing at the takeoff airport for checkout and refueling prior to the next flight. 

16. LONE STAR SPACE ACCESS 
Ship Name: Cosmos Mariner 
Team Leader: Dr. Norman LaFave 
Nation: USA – Houston, Texas 
Launch: Horizontal Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Landing at Conventional Runway 
Web: www.dynamicar.com 

Dr. LaFave is a Houston-based physicist who advises NASA on space 
rendezvous matters. His vehicle, the Cosmos Mariner employs air-
breathing jet propulsion for take-off and landing from conventional 
airports and rocket propulsion for ascent from cruise flight in the stratosphere to 30 or 40 nautical miles 
altitude. From there, the vehicle coasts to a target altitude of around 65 nautical miles. The air frame is 
designed to interface with two turbofan engines each with 25,000-lbs static thrust. For rocket propulsion, 
the Cosmos Mariner will use three 90,000 pound thrust, staged-combustion engines. The vehicle is 
designed to take off and land from conventional runways. 
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17. MICRO-SPACE, INC. 
Ship Name: Crusader X 
Team Leader: Richard Speck 
Nation: USA – Denver, Colorado 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent 
Web: www.micro-space.com 

Motivated individuals will find a ride in the Crusader X, the X 
PRIZE entry of Micro-Space, comparable to extreme adventure 
travel or research diving. The most critical flight step will be 
donning, sealing and testing the Personal Life Support unit with 
backup parachute, communications, and GPS gear. The Crusader X uses a lightweight core frame with 
seats and windshield resembling a bobsled or undersea sled. Propulsion modules are strapped onto the sides 
which are retained for the entire flight. Life support equipment is worn by the crew. The core holds the 
attitude control jets, tiny flight controller, and parachute packages.  

18. PANAERO 
Ship Name: SabreRocket 
Team Leader: Len Cormier 
Nation: USA – Fairfax, Virginia 
Launch: Horizontal Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Powered Landing at Conventional Runway 
Web: www.tour2space.com 

The SabreRocket will achieve the 100 km altitude with a single stage 
system, a modified Sabre-40 jet. The SabreRocket will be equipped 
with seven (7) Microcosm engines. Vacuum thrust with the existing 
nozzles is 5,113 pounds per engine, providing an initial thrust-to-weight ratio of about 1.5:1 when all of the 
rocket engines are ignited. From an altitude of 55 km and a speed of Mach 2.97, it takes the SabreRocket 
approximately 100 seconds to coast past the 100-km altitude limit at a speed of approximately mach 0.4. 
The vehicle reaches the apogee of its flight at an altitude of 102 km and then begins it free fall descent. For 
approximately another 80 seconds, the SabreRocket descends unpowered. The total time the crew and 
passengers experience weightless conditions is approximately 180 seconds. Using the attitude control 
system, the pilot reenters the atmosphere at an 85 or 90 degree flight-path angle and an angle-of-attack of 
70 degrees. In this attitude, the wings act as a parachute or drag brake. This technique will minimize Mach 
number on reentry and will also minimize the reentry G-load and heating.  

19. PIONEER ROCKETPLANE 

Ship Name: Pioneer XP 
Team Leaders: Mitchell Burnside Clapp 
Nation: USA – Solvang, California 
Launch: Horizontal Take-Off from Conventional Runway 
Landing: Horizontal Landing at Conventional Runway 
Web: www.rocketplane.com 

To compete for the X PRIZE and offer tourism flights, Pioneer has 
developed the Pioneer XP. This 4-seat vehicle is powered by jet 
engines and a LOX/Kerosene rocket engine. 
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20. SCALED COMPOSITES 
Ship Name: White Knight, SpaceShipOne 
Team Leader: Burt Rutan 
Nation: USA – Mojave, California 
Launch: Horizontal Take-Off from Conventional Runway and Air 

Launch: Twin Turbojet Engine (1st stage), NO2-HTPB Hybrid 
Rocket Engine (2nd stage) 

Landing: Horizontal Glide Landing at Conventional Runway 
Web: www.scaled.com 

Burt Rutan is one of the most successful aviation designers 
worldwide, having designed and built more new aircraft than Boeing and Lockheed combined. His X 
PRIZE competition vehicle is comprised of two stages: a carrier vehicle called the White Knight, and a 
rocket powered spacecraft called SpaceShipOne (SS1).  

The White Knight is a manned, twin-turbojet research aircraft intended for high-altitude missions and is 
equipped to flight-qualify all the spacecraft systems, except rocket propulsion. The White Knight’s cockpit, 
avionics, electronic control system, pneumatics, trim servos, data system, and electrical system components 
are identical to those installed on SS1. The White Knight’s high thrust-to-weight ratio and enormous speed-
brakes allow the Astronauts in training to practice space flight maneuvers like boost, approach and landing, 
with a very realistic environment. Thus, the aircraft serves as a high-fidelity, moving-base simulator for 
SS1 pilot training. 

SpaceShipOne (SS1) is a three-place, high-altitude research rocket, designed for sub- orbital flights to 100 
km altitude. The unique configuration allows aircraft-like qualities for boost, glide, and landing. During 
descent, the ship’s empennage converts (using pneumatic-actuated ‘feather’) to a stable, high-drag shape 
for atmospheric entry. This “Care- Free” configuration allows a ‘hands-off’ reentry and greatly reduces 
aero/ thermal loads. Designed for a ‘shirt- sleeve’ environment, the 60” diameter cabin has a space-
qualified electronic control system and dual-pane windows. The ship uses three flight control systems-
manual-subsonic, electric-supersonic and cold-gas reaction control system.  

To date, Rutan has conducted glide flight tests from 48,000 feet with the White Knight and SpaceShipOne. 

21. STARCHASER INDUSTRIES 
Ship Name: Thunderbird 
Team Leader: Steve Bennett 
Nation: United Kingdom – Cheshire, England 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent on Land 
Web: www.starchaser.co.uk 

Starchaser Industries, Ltd. began life as an experimental rocket test 
program set up back in 1992 by Steven Bennett. In 1996, the team 
successfully launched a 22 foot rocket called Starchaser 2, which 
qualified as the largest private civilian rocket ever to be built and flown in Europe. In November 2001, 
Starchaser successfully launched the 40-foot tall NOVA which included a one-person crew cabin. Full-
scale rocket engine tests were conducted in April 2003. Starchaser successfully perform manned, parafoil 
drop tests of the Nova capsule in July 2003. A launch of the three-person Starchaser Thunderbird X PRIZE 
vehicle is scheduled for 2004. 
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22. SUBORBITAL CORPORATION 
Ship Name: Cosmopolis-21 
Team Leader: Sergey Kostenko 
Nation: Russia - Moscow 
Launch: Launched off top of Aircraft 
Landing: Horizontal Landing at Conventional Runway 
Web: None 

C-21 is a rocket powered spaceship which rides to a high altitude 
on a M55 altitude aircraft. Separation of the rocket powered space 
vehicle from the carrier aircraft at an altitude of 20 kilometers. The 
interior of the ship is pressurized, but the passengers will wear 
pressure suits as a backup. The flight will last less than 1 hour. The first 30-40 minutes are spent attached to 
the M55 aircraft getting to the required altitude. Then the total rocket powered segment of the flight will be 
about 20 minutes. This private venture is done in cooperation with Myasishchev Design Bureau (MDB), 
which specializes in high altitude aircraft and business jets. C-21 plans to initially rent the M-55 aircraft for 
prototype and testing flights and then eventually buy a copy of the M-55 for regular suborbital flight 
operations. C-21 expects that its customers will need to train for about 1 week.  

23. TGV ROCKETS 
Ship Name: M.I.C.H.E.L.L.E.-B 
Team Leader: Kent Ewing 
Nation: USA – Bethesda, Maryland 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Vertical Rocket Powered Descent 
Web: www.tgv-rockets.com 

TGV’s M.I.C.H.E.L.L.E.-B (Modular Incremental Compact 
High Energy Launch Example) vehicle is a manned reusable 
sub-orbital rocket. The vehicle takes under rocket power, firing 
its engines for approximately 80 seconds. During the ascent, the 
pilot uses varied power settings to manage dynamic pressure loads. The vehicle cruises to a maximum 
altitude of 104 km and then enters into a gravity induced descent. A flexible aero-shield is deployed to 
reduce speed and moderate re-entry temperatures. At approximately 3 km, the shield begins retracting and 
landing power is applied. The pilot manages terminal maneuvers and manages all systems. 

24. VANGUARD SPACECRAFT 

Ship Name: Eagle 
Team Leader: Steve McGrath 
Nation: USA – Bridgewater, Massachusetts 
Launch: Rocket Powered Vertical Takeoff 
Landing: Parachute Descent 
Web: www.vanguardspace.com 

The Vanguard Series Launch Vehicle consists of two booster 
stages and spacecraft. The Booster Stages include fuel tank 
housing and Solid Fuel Booster (SRB) Housings. Fuel Tank 
Housings also allow for the replacement of prepared liquid fuel 
canisters in the same manner as the SRB Housings. The Spacecraft contains the personnel/cargo to be 
delivered into space. The structure of the Eagle will consist of carbon fiber composite materials with 
honeycombed core for maximum strength and minimum weight. Guidance and life support systems will be 
determined with the assistance of the contractors. 
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"FRESH 
LOOK" 
SSP  
CONCEPTS 
 

The 
"SunTower"  

The "SunTower" SSP  
concept exploits several 
innovative approaches to 
reduce the development 
and life cycle cost of 
SSP , while at the same 
time broadening market 
flexibility. The system 
concept involves an 
extensively evolvable and 
modular space segment, 
initially deployed in low 
Earth orbit and later 
migrating to an elliptical 
Earth orbit. A single 
satellite/ground receiver 
'pair' would be sized to 
approximately 100-400 
MW scale, with multiple 
satellites required to 
maintain constant power 
at that level. This concept 
is depicted in Figure 3.  



 
Figure 3: The "Sun Tower" SPS  Concept (MEO constellation)  

 

SSP : Development & Manufacturing. This concept, owning to its extensive modularity, 
will entail relatively small individual system components which can be developed at a 
moderate price, ground tested with no new facilities, and demonstrated in a flight 
environment with a sub-scale test. Manufacturing can be 'mass production' style from the 
first satellite system.  

Ground Launch Infrastructure. No concept-unique ground launch infrastructure is 
required, beyond that necessary to achieve extremely low launch costs (on the order of 
$200-$400 per kg).  

Earth-to-Orbit Transportation. No concept-unique ETO transportation system is 
required, beyond that necessary to achieve extremely low launch costs (on the order of 
$400 per kg), with payloads of greater than 10 MT; this is consistent with Highly Reusable 
Space Transportation (HRST) system concepts. (The HRST study and its results are 
discussed in IAF -97-V.3.06.)  

In-Space Infrastructure. No unique in-space infrastructure is required for initial system 
deployment, which takes place in LEO . However, it is assumed that the launched 
systems include modular assembly-support systems. These consist of a clever 
mechanical scheme inherent in the structure.  

In-Space Transportation. No permanent in-space transportation is required for initial 
system deployment, which could take place in LEO or (better) at an intermediate staging 
orbit (e.g., 1200 km. Two functions must be met by the in-space transportation approach: 
(1) transport of the 5SF to its operational orbit (this may be an inherent function of the 
SSP  - e.g., using SEPS), (2) transport of new or replacement elements to the 



operational orbit and return for de-orbit of replaced elements.  

SSP : Space Segment. The "SunTower" concept is a constellation of medium-scale, 
gravity gradient-stabilized, RF-transmitting space solar power systems. Each satellite 
resembles a large, Earth-pointing sunflower in which the face of the flower is the 
transmitter array, and the 'leaves' on the stalk are solar collectors. The concept is 
assumed to transmit at 5.8 GHz from an initial operational orbit of 1000 kin, sun-
synchronous, at a transmitted power level of about 200 MW RF. Total beam-steering 
capability is 60 degrees (+30 degrees). A single transmitting 'element, is therefore 
projected to be a hexagonal surface approximately 5 cm in diameter. These elements are 
pre-integrated into 'sub-assemblies' for final assembly on orbit. For 200 MW transmitted 
RF power, the transmitter array is an 'element and subassembly -tiled plane' that is 
essentially circular, approximately 260 meters in total diameter, and approximately 0.5-to-
i .0 meters in thickness.  

Sunlight-to-electrical power conversion must be modular and deployable in "units" about 
50-100 meters in diameter with a net 1 MW electrical output (approximately). The primary 
technology option is a gossamer-structure based reflector with non-dynamic conversion at 
the focus (e.g., advanced photovoltaics); this reference is subject to trade studies. These 
collection systems are presumed to be always sun-facing (with the system in a sun-
synchronous orbit) and to be attached regularly in pairs along the length of a 
structural/power transmitting tether to the backplane of the transmitter array. Heat 
rejection for power conversion and conditioning systems is assumed to be modular and 
integrated with power conversion systems.  

Heat rejection for the transmitter is assumed to be both modular and integrated at the 
'back-plane' of the transmitter array. Power transmission lines from the single, central 
tether attachment point to the backplane are assumed to be integrated with the modular 
sub-assemblies of the array.  

SSP : Ground Segment. The nominal ground receiver for the SunTower concept is a 
4km diameter site with direct electrical feed into the commercial power utilities interface. 
The space segment is consistent with a variety of ground segment approaches; however 
during the early years of operations, multiple ground stations would be required to 
achieve reasonable utilization of capacity. For primary power, a ground-based energy 
storage system would be required, in particular in the early phases of overall system 
deployment in which only a single SunTower was operational.  

Commercial Power Utilities Interface. This interlace may be one of several types, 
including single site power into the grid.  

Markets. Electrical energy markets on a global basis could be served by a single 
SunTower satellite with incremental increases in coverage with expansion of the space 
segment to a constellation.  

Financial Factors. The "SunTower" concept is projected to be achievable for a cost-to-
first-power on the order of $8 B to $15 B (for a 250 MW platform. This represents a factor 
of 30 reduction below the comparable investment required for the 1979 Reference 
System. Figure 6 illustrates the financial performance for a SunTower architecture 
involving 18 SPS , deployed over 10 years.  



 
Figure 4: Representative Financial Performance for the "SunTower SPS  (MEO) 

Scenario  
 

 

The "SolarDisc"  

Summary. The "SolarDisc" space solar power concept exploits a revolutionary paradigm 
shift to reduce the development and life cycle cost of a large geostationary orbit. In 
particular, the system concept involves an extensively axisymmetric, modular space 
segment which 'grows' in geostationary Earth orbit ( GEO ), and can provide an early 
'online' capability at a reduced power level (see figure 7). A single satellite/ground 
receiver 'pair' would be used; this pair can be sized according to the specific market, 
ranging from approximately 1 GW to 10 GW scale.  



 
Figure 5: Depiction of a 5 GW "SolarDisc" SPS  System Concept  

 

SSP : Development & Manufacturing. This concept, owning to its extensive modularity, 
will entail relatively small individual system components which can be developed at a 
moderate price, ground tested with no new facilities, and demonstrated in a flight 
environment with a sub-scale test. Manufacturing can be 'mass production' style from the 
first satellite system.  

Ground Launch Infrastructure. No concept-unique ground launch infrastructure is 
required, beyond that necessary to achieve extremely low launch costs (on the order of 
$200 per pound).  

Earth-to-Orbit Transportation. No concept-unique ETO transportation system is 
required, beyond that necessary to achieve extremely low launch costs (on the order of 
$200-$400 per kg), with payloads of greater than 10 MT; this is consistent with HRST.  

In-Space Infrastructure. A unique in-space infrastructure is required for system 
deployment. An extremely affordable LEO -to- GEO in-space transportation system is 



vitally important to this concept. It is also assumed that the launched systems will include 
modular assembly-support systems. These must consist of both a clever mechanical 
scheme inherent in the structure as well as sophisticated and mobile, self-contained 
robotics approach - e.g., 'spiders'.  

In-Space Transportation. A unique in-space transportation is required for initial system 
deployment, which takes place in LEO . An extremely affordable LEO -to- GEO  in-
space transportation system is vitally important to this concept.  

The SolarDisc configuration 
discussed here is different 
from that presented in the 
April 4,1997, Fresh Look 
Study Report in several 

ways. There were two major 
issues with the original 
configuration. First, the 

placement of the RF 
transmitter at the center of 
the rotating PV array disc 

necessitated "dual lodes" in 
the phased array. This 
approach resolved the 

problem of providing 
continuous transmission 

when a single transmitter 
would have been blocked 

by the solar array, but led to 
an unacceptable increase in 

the system mass. The 
second major issue with the 

initial SolarDisc 
configuration was that of 

how to provide the 
mechanical and electrical 

interface between the 
spinning PV array and the 
stationary, Earth-pointing 

phased array. The new 
configuration resolves both 

of these issues.  

SSP : Space Segment. The "SolarDisc" concept is a single, large-scale GEO -based, 
RF-transmitting space solar power systems. Each satellite resembles a large, Earth-
pointing disc which is approximately 3-to-6 kilometers in diameter. This disc is continually 
Sun-pointing. The center of the disc is occupied by a hub which integrates the power from 
each segment of the PV disc. This power is conveyed via two redundant structures (like 
the fork on the front wheel of a bicycle) to a continually Earth-pointing phased array that is 
approximately 1 kilometer in diameter. The concept is assumed to transmit at 5.8 GHz 
from an operational GEO  location, at a transmitted power level of 2-8 GW RF. Total 
beam-steering capability is 10 degrees (+/- 5 degrees). A single transmitting 'element' is 
projected to be a hexagonal surface approximately 5 cm in diameter. These elements are 
integrated into 'sub-assemblies' for final assembly on orbit. The transmitter array is an 
'element and sub-assembly-tiled plane' that is essentially circular, about 1000 meters in 
total diameter, and approximately 1 .5-to-3.0 meters in thickness.  

Sunlight-to-electrical power conversion is via thin-film PV array. This system is anticipated 
to be largely modular at the sub-element level and deployable in "units" that represent a 
single concentric ring of 2-4 meters in width. The collection system is intended to be 
always sun-facing (with orientation by angular momentum). Heat rejection for power 
conversion and conditioning systems is assumed to be passive, but where active cooling 
is needed, to be modular and integrated with power transmission systems.  

SSP : Ground Segment. The nominal ground receiver for the SolarDisc concept is a 5-
6+ km diameter site with direct electrical feed into a local utilities interface. The space 
segment is consistent with a variety of ground segment approaches. In particular, multiple 
ground sites (e.g., on order 10-20) could be served from a single SolarDisc SPS  with 
time-phased power transmission. For primary power, no ground-based energy storage 
system would be required.  

Commercial Power Utilities Interface. This interlace may be any one of several diverse 
types (options to be assessed), including single site power into the grid.  

Markets. Electrical energy markets on a global basis could be served by a single 
SolarDisc satellite with incremental increases in power level from a single satellite (as the 
SolarDisc grows), and with expanded coverage from a single satellite with addition of 
multiple ground segments, and with further expansion of the space segment to a 
constellation of at least three-to-four satellites covering the majority, of the Earth's energy 
markets.  

Financial Factors. The "SolarDisc" is projected to be achievable for a cost to first power 
on the order of $30B-$50 B for a 5 GW platform. Although still large, this represents a 
factor of 5 reduction below the comparable investment required for the 1979 Reference 
System. Figure 10 illustrates the financial performance for a SolarDisc architecture with 6 
SPS , deployed over 30 years.  



 
Figure 6: Financial Performance for a Typical "SolarDisc" SPS  Scenaro  
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第１章 

宇宙利用と宇宙産業に対する 

米国政府の支援策 
 

 

2003年に入り、宇宙利用と宇宙産業の支援に対する見方は、ますます厳しさを増した。

政府が実行する数多くのプログラムの予算が超過し、何十億ドルもの支出に対して目に

見える成果は少なかった上に、コロンビア号の事故以降はスペースシャトルの飛行が停

止された。さらに、景気後退によりハイテク産業に対する熱意が失われたことから、こ

の１年間は宇宙産業にとって近年で最も困難な時期であった。しかし、2004年に入ると

ブッシュ政権の大幅な政策変更があるとの噂が囁かれ始め、2004年1月14日にブッシュ

大統領が宇宙開発に関する意欲的な提案を行ったことにより、それが真実であったこと

が証明されることとなった。 

現在、宇宙産業に対する支援はさまざまな形で行われているが、宇宙産業が持つ高度

に中央集権化した構造と、連邦政府との強い繋がりの中で少数の大企業が開発に携わっ

ている状況を考慮すると、まず初めに確認すべきは、連邦政府の宇宙関連部門である航

空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration： NASA）と国防総省

（Department of Defense ： DOD）に与えられる予算であろう。 

NASAが設立された 1958年以前には、宇宙産業は存在しなかった。DODが宇宙に関

する研究を担当していたが、NASAが創設され、1960年代のアポロ計画が進行するに

伴い民間の宇宙開発支出が急増したことが、非軍事目的での宇宙関連製品やサービスの

設計、開発、製造が急速に進められるきっかけとなった。米政府は、当初から、政府内

ではなく、民間企業との契約によって宇宙関連製品を開発・製造することとしており、

研究開発は、政府の研究所と民間企業とが協力・分担して行ってきた。また、少数の通

信衛星を除き、これら製品やサービスの大部分は米国政府により購入されている。 
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現在、宇宙開発はグローバルな事業となっており、米国は今でも最も宇宙開発の進ん

だ国であるが、欧州諸国や日本、ロシア、その他の多くの国々でも優れた政府主導の宇

宙開発プログラムが進められており、宇宙関連事業を行う民間企業も急速に成長してい

る。このことは、米国による宇宙関連製品とサービスの輸入が増加傾向にあることによ

っても裏付けられる。 

以下では、米国政府による宇宙開発関連予算について、組織別、プロジェクト別に見

ていくこととする。 
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A. 宇宙開発を支援する連邦プログラム 

1. アメリカ航空宇宙局（NASA） 

a. 概要 

2003年 2月 1日に起こったスペースシャトル・コロンビア号の事故は、NASAにと

って大打撃となり、人命が失われたほか、ハッブル宇宙望遠鏡の運用にも多大な影響を

与えた。このシャトルは、ハッブル望遠鏡と衛星軌道上に建設されている国際宇宙ステ

ーション (ISS) との間を往復して乗組員と荷物を輸送する使命を担っていた。 

NASAは、有人宇宙船の他にも多くの活動を行っており、核システム構想（NSI）と

木星氷衛星周回計画（JIMO）を組み合わせたプロメテウス（Prometheus）プロジェク

トに対して、2004年度に 2億 7,900万ドルの予算を要求している。プロメテウス・プロ

ジェクトに対する５年間（2004年度～2008年度）の予算の推定総額は 30億ドルに上る。

プロメテウス・プロジェクトの核システム構想部分は 2003年度の予算で承認済みであ

り、宇宙空間で原子力による発電と推進を行う周回衛星が開発される。2004年度に新

たに要求される木星氷衛星周回計画は、木星の三つの衛星（エウロパ、カリスト、ガニ

メデ）を周回し、これらの衛星の表面下に水が存在するかどうかを確認する宇宙船の開

発である。水は生命にとって不可欠であり、水が発見されれば生命が存在する可能性も

ある。以前、NASAはエウロパへのミッションを計画し、科学者や議会の支持を得たが、

NASAは費用が膨大過ぎるという理由で、2003年度の予算では、エウロパ・ミッショ

ンを取り下げたという経緯がある。さらに費用のかかるミッションを開始するかどうか

は、大きな問題となっている。 

議会は 2003年度予算の統合配分決議（PL108-7）において、NASAが 2003年度に予

算を要求しなかったにもかかわらず、木星氷衛星周回計画（JIMO）に 2,000万ドルを

割り当てた。一方で、2003年度に核システム構想（NSI）用に要求した 1億 2,500万ド
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ルの予算から 1,900万ドルを削減した。2004年度の予算案に関する議会レポートでは、

NASA のプロメテウス・プロジェクトに関し 2,000 万ドルの予算削減が予定されている。 

b. 2004 年度予算の概要 

2004年度に入り数ヵ月が経過しても、議会は NASAの予算を確定させていないが、

NASAやその他の研究開発機関に関する最終的な支出レベルを設定した総合配分議案

（HR2673）を作成した。下院は同議案を 12月 8日に承認したが、上院は決議を 1月 20

日まで延期した。従って NASAに最終的な予算が配分されるのは 2月以降となる。 

この総合予算案では、NASAに合計 154億ドルの予算が配分されることとなっている。

これは 2003年度と同額であり、要求額を 9,100万ドル下回っている（表 1-1参照）。 

（注：表中の数字は、総合予算案に含まれる 0.59パーセントの一律削減を反映した調

整後の数字である。） 
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2003年度 2004年度 2004年度
推定額 要求額 確定額 金額 割合（％） 金額 割合（％）

配分枠別の研究開発費の概要：

     国際宇宙ステーション 1,841 1,707 1,497 -210 -12.30% -344 -18.70%
     スペースシャトル（非研究開発費） 3,886 3,968 3,946 -23 -0.60% 60 1.50%
     宇宙／飛行サポート 461 434 432 -2 -0.60% -29 -6.40%
     横断的技術 1,717 1,672 1,593 -80 -4.80% -124 -7.20%

____ ____ ____
  SFC合計 7,905 7,782 7,468 -314 -4.00% -437 -5.50%

  差引：シャトルおよびその他の非研究開発費 -4,291 -4,357 -4,332 25 -0.60% -41 1.00%
____ ____ ____

   SFC研究開発費合計 3,613 3,425 3,136 -289 -8.50% -478 -13.20%
 

  宇宙科学 3,557 4,007 3,973 -34 -0.80% 417 11.70%
  地球科学 1,689 1,552 1,607 55 3.50% -82 -4.90%
  生物学的／物理学的研究 935 973 990 18 1.80% 55 5.90%
  航空宇宙技術 1,049 959 1,085 126 13.10% 37 3.50%
  学問的プログラム 226 170 227 58 33.90% 2 0.80%
 ____ ____ ____
   SAE合計 7,455 7,661 7,883 222 2.90% 428 5.70%

 差引：非研究開発費である教育訓練費 -69 -61 -61 0 0.00% 8 -11.80%
____ ____ ____

   SAE研究開発費合計 7,386 7,600 7,822 222 2.90% 436 5.90%

____ ____ ____
   NASA研究開発費合計 10,999 11,025 10,958 -67 -0.60% -42 -0.40%

NASAの非研究開発活動：
   シャトルおよびその他の非研究開発 SFC 4,291 4,357 4,332 -25 -0.60% 41 1.00%
   非研究開発 SAE 69 61 61 0 0.00% -8 -11.80%
   監察官 25 26 27 1 4.40% 2 6.70%

____ ____ ____
    NASAの非研究開発活動費合計 4,386 4,444 4,420 -24 -0.50% 34 0.80%

____ ____ ____
    NASA予算総計 15,385 15,469 15,378 -91 -0.60% -7 0.00%

表1-1　2004年度のNASA研究開発予算
（上下両院会議の結果）

（単位：百万ドル）

2004年会計年度予算案に基づくAAASの推定。R&DおよびR&D施設の活動を含む。

2. 科学、航空学、探索（SAE）／科学、航空学、技術

上下両院会議

要求額からの変化 2003年度からの変化

1. 宇宙飛行能力（SFC）／有人宇宙飛行

2004年会計年度の数字は、2004年会計年度総合予算案における一括削減を反映して調整を加えた後の数字である。
2003年12月2日の上下両院会議による支出レベル。
これらの支出レベルは、会議レポートの却下または再投票が行われない限り最終的なものである。

2003～2004年会計年度の要求額は、行政管理予算局のR&Dデータと補足的な政府機関予算データに基づく数字である。
2003年会計年度の数字には、一般法108-106において制定された緊急予算が含まれている。
百万単位で四捨五入した数字である。変化は四捨五入前の数字からの変化である。
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NASAが提出した予算案は、コロンビア号の事故前に作成されたものであったため、

7名の宇宙飛行士の生命とシャトルの喪失により、2004年度の予算は大きな影響を受け

ることとなった。コロンビア号事故調査委員会（CAIB）は 8月末に調査結果を発表し

たが、その内容は NASAのシャトル管理体制を厳しく批判し、広範囲にわたるプログ

ラムの変更を要求するものであった。このため、2004年度が始まり、予算の審議が進

められる間も、NASAは有人宇宙飛行へのプランを策定中であり、スペースシャトル・

プログラム（予算中最大の項目）、国際宇宙ステーション（未だ建設中であり、乗組員、

補給、建設資材をシャトルに依存している）、その他の有人宇宙飛行プログラムが停止

した状態となっている。 

こうした状況下、総合予算案では、NASAの予算、特に上記の各プログラムに支出さ

れる宇宙飛行能力（SFC）勘定に通常にはない柔軟性を与えている。すなわち、宇宙飛

行能力勘定に配分される 75億ドルの一部を、スペースシャトル・プログラムの再開に

必要な項目に移動させる自由が与えられている。総合予算案では、スペースシャトル・

プログラムに 1.5パーセント増の約 40億ドルが配分されているが、この予算配分に関

する融通性により、最終額はニーズに合わせて変更される予定である。 

また、議会は国際宇宙ステーション用として 2003年度よりも 3億 4,400万ドル少な

い約 15億ドルの予算を承認する方向であるが、シャトル・プログラムへの資金移動が

行われた場合、後に残る資金はさらに少なくなる可能性が高い。2004年 2月の予定で

あった国際宇宙ステーションの中心部の完成は、現時点では不可能となっている。現在、

ステーションでは、基本的にロシアの宇宙船から乗り組んだ 2名の宇宙飛行士によるメ

ンテナンスが行われているだけであり、建設活動は延期されている。 

スペースシャトルが進まない中、代替技術の追求が新たな重要項目となってきた。宇

宙打上げ機構想（SLI）は、特にスペースシャトルの代わりとなる宇宙打上げ機と輸送

技術の開発・試験を行うプログラムであるが、議会はこのプログラムに 10億ドルの予

算を与える予定である。SLI構想に基づく主要なプロジェクトには、軌道往還機（軌道

スペースプレーン・OSP）と次世代打上げ技術（NGLT）プログラムの二つがある。軌
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道往還機は元来、宇宙ステーションの乗組員帰還機として企画されたが、現在ではシャ

トルの代替機または再使用可能な打上げ機に発展する可能性がある。次世代衛星打上げ

技術プログラムは、将来の有人打上げ機への組み込みが可能な、長期的に信頼できる代

替技術を追求するものである。 

一方、NASAの研究開発費の中で最大の「科学、航空学、探索（SAE）勘定」におけ

る 2004年度予算は 2003年度に比べて 5.7パーセント増の約 79億ドルとなる予定であ

る。若干の構成変更と「科学、航空学、技術（SAT）」への改称が行われた同勘定は、

シャトル事故の影響をあまり受けていないが、その予算全体は、宇宙飛行能力（SFC）

プログラムへの追加資金が必要であると NASAが判断した場合には変更される可能性

がある。この勘定の中で最も多くの予算が与えられるのが宇宙科学であり、2004年度

には 11.7パーセント増の約 40億ドルが予定されている。生物学的、物理学的研究も優

先順位が高く、予算は 9億 3,500万ドルから 5.9パーセント増の 9億 9,000万ドルが予

定されている。しかし、この研究の多くは宇宙ステーション用に提案されたものであり、

この勘定は改訂後の宇宙ステーションの建設スケジュールに合わせて調整されるはずで

ある。 

「科学、航空学、探索（SAE）」のその他の勘定には、主として議会が指定した研究

が要求に加えられるため、要求以上の予算が与えられる予定であるが、本年に予算が減

少する勘定が一つある。地球科学予算がそれであり、前年比 4.9パーセント減の約 16

億ドルとなる予定である。また、学問的プログラムの要求に 5,800万ドルの研究開発費

を追加し、合計額を 2003年度に比べて微増の 2億 2,700万ドルとする予定である。 

過去 10年間における NASAの研究開発費は、図 1-1に示す通り、ほぼ横這いの状態

を保っている。1991年度以後、インフレ対応の増額も行われておらず、将来に再び増

加する兆候もあまり見られない。 
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図 1-１ 

 

 

1984～2004 年度における NASA 研究開発費の傾向 

2003 年度のドル基準。単位：10 億ドル 

出典：AAAS 報告書 VIII-XXVIII 中の

AAAS による研究開発費分析。2004 年～

2003 会計年度の数字は AAAS による最終

配分の推定額である。研究開発費には

 

NASAの研究開発費の多くは宇宙ステーションなどのプロジェクトの開発資金や設備

資金であるが、基礎研究や応用研究に対する重要な連邦資金源でもある。図 1-2は、主

要な科学・工学分野における連邦資金源としての NASAの割合を示したものである。 
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図 1-2 

 

2001 年度の連邦研究予算に関する 

NASA の分野別分担比率

天文学

物理学

大気科学

環境科学

宇宙工学

航空工学

出典：米国科学財団 SRS「2001、2002、2003 会計年度の

連邦研究開発資金」（2003 年）。基礎／応用研究の

み。開発費と R&D 施設費の分野は未分類。 

図 1-2に示す通り、NASAによる支援は、天文学、宇宙工学、航空工学など、いくつ

かの工学分野で極めて重要なものとなっている。これらに対して NASAは、連邦資金

の半分以上を供給している。また、環境科学（海洋学、地質学等）に対する連邦の最大

のスポンサーであり、連邦資金の約 3割を提供している（その他の主要な資金源には、

内務省、米国科学財団（NSF）などがある）。 

NASAの研究予算を分野別に見ると（図 1-3）、2004年度に NASAの研究開発予算が

減額されることにより、特に環境科学への支出が削減されることになると考えられる。

一方で、天文学とライフサイエンスへの支出は、増額が予想されている。 
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図 1-3 

 

2003 年度における NASA の分野別研究予算 

（単位：百万ドル） 

  

ライフサイエンス

7％ 

その他*

2％ 
NASA 研究予算総
額： 

58 億ドル 

（開発費と R&D 施設

費を除く） 
物理科学 

20％ 

工学 

47％

* 「その他」

は分野別に未

分類の科学を

含む 環境科学 

22％ 数学／コンピュータ科学

2％

出典：米国科学財団「第 2001、2002、2003 会計年度

の連邦研究開発資金」（2003 年）。基礎／応用研究の

み。2003 年 8 月©2003 AAAS 

 

NASAの研究開発予算の大半、特に宇宙ステーションなどの開発や R&Dプロジェク

トは、民間企業に提供される（図 1-4）。宇宙船や衛星に関連する宇宙科学、地球科学

等の多くは、予算全体の約 2割を占める NASA自身の研究所や、NASAの所有である

が民間経営のジェット推進研究所など予算の 13パーセントを占める連邦研究機関によ

って研究開発が行われる。大学が NASAの研究開発予算中に占める割合は、比較的に

小さい。 
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図 1-4 

 

使用者別の NASA 研究開発予算 

（2003 年度、単位：百万ドル） 

FFRDC 

13％ 

その他 

6％ 

NASA 内部 

20％ 

NASA 研究開発予算総
額： 

107 億ドル 

（開発費と R&D 施設費

を含む） 
大学／ 

カレッジ 

9％ FFRDC＝連邦出資研究

開発センター 

産業界 

52％ 

 

出典：米国科学財団「第 2001、2002、2003 会計年度

の連邦研究開発資金」（2003 年）。

上述のように、下院は総合予算案を 12月 8日に承認したが、上院は同予算案に関す

る決議を 1月 20日まで延期した。総合予算案の総額レベルでの変更は行われそうにな

いが、議会の反対により予算の成立がさらに延期される可能性はある。最終的な予算が

署名されるまでの間、NASAは 1月 31日までの延長を認める継続的決議に基づき、昨

年度の予算レベルでの営業を続ける。 

c. ブッシュ大統領の新宇宙開発ビジョン 

ブッシュ大統領は、2004年 1月 14日、ワシントンの NASA本部に集まった大勢の

人々の前で、宇宙開発新時代の幕開けを宣言した。 

「我々は、アメリカの宇宙開発プログラムに新たな進路を設定する。我々は、NASA

に新しく取り組むべき課題を与える。我々は、月に新たな足場を獲得し、現在我々が旅
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行している世界以外の世界への旅行を準備するため、宇宙に人類を運ぶための新しい船

を建造する」とブッシュ大統領は語った。 

その場には、共和党下院院内総務のトム・ディレイ氏や下院科学委員会議長であった

1980年代にシャトルで飛行したことのあるビル・ネルソン上院議員（民主党、フロリ

ダ州選出）、現在の下院科学委員会議長であるシャーウッド・ボーラート下院議員（共

和党、ニューヨーク州選出）、科学委員会副議長のバート・ゴードン下院議員（民主党、

テネシー州選出）バド・クレーマー下院議員（民主党、アラバマ州選出）、シーラ・ジ

ャクソン・リー下院議員（民主党、テキサス州選出）が出席していた。 

ディレイ氏は、大統領が会場を離れた後のインタビューで、「この国は、このような

プログラムを支える能力があり、経済が成長と拡大を続けるにつれ、より大掛かりなプ

ログラムを賄うことができる。新プログラムに関する大統領の予算案は問題なく議会を

通過するであろう」と語った。ネルソン上院議員も同意見であり、「大統領は我々にビ

ジョンを与えてくれた。今度は我々がその成果を出さなければならない」と述べた。ネ

ルソン氏は、予算案の詳細、特にそれが NASAのプログラムにどのような影響を与え

るかを早く見たいとしている。 

また、大統領は、国際宇宙ステーション・プログラムに関しても、アメリカが義務を

果たすことを宣言し、「我々の第一の目標は、国際宇宙ステーションを 2010年までに

完成させることである。我々は、着手したことはやり遂げる。我々は、このプロジェク

トにおける世界 15ヶ国のパートナーに対する義務を果たす。我々は、宇宙旅行が長期

的にどのような生物学的影響を与えるかに関する宇宙ステーションの研究を重視する。

宇宙という環境は、人間にとって厳しい環境である。放射線や無重力状態は人間にとっ

て有害であり、乗組員が１回の飛行で何か月も巨大な宇宙空間を冒険できるようになる

前に、学ぶべきことはたくさんある。ステーションおよび地上での研究は、我々が宇宙

開発の制限となる障害をよりよく理解し、乗り越える上で役立つ」と述べた。 

さらに、大統領は、NASAがさらに宇宙開発を続けるために必要な技術を開発すると

して、「我々はこの目標を達成するため、安全上の注意事項とコロンビア号事故調査委
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員会の勧告に従いつつ、可能な限り早期にスペースシャトルの飛行を再開する。」と述

べ、今後数年間におけるシャトルの主な目的は、国際宇宙ステーションが過去の遺物に

なってしまう前に、その完成の役に立つことだとしている。一方で、「スペースシャト

ルは 2010年にはほぼ 30年の務めを終え、退役する」としている。 

これに加え、大統領は、エドワード（ピート）オルドリッチ元空軍長官を、新たな指

令を果たすために NASAに何が必要かを調査し、4ヵ月後にホワイトハウスに報告する

ための委員会の長に任命したと発表した。オルドリッチ氏は調達、技術、兵站担当の国

防次官としての職務を最近退任した人であるが、以前に彼は、カリフォルニア州エルセ

グンド市のエアロスペース社（Aerospace Corp.）の社長を務めていた。 

新計画には国防上の観点があるかを報道陣に質問されたオルドリッチ氏は、新世代の

若者達に科学や工学を職業とするための動機を与えるなど、間接的なものになると答え

た。また、新プログラムが既存プログラムにどのような影響を与えるか、また NASA

フィールドセンターの一部が閉鎖となるかに関しては、現時点では確実なことは言えな

いとしている。 

1) 提案された宇宙開発計画の概要 
人間およびロボットによる着実な宇宙開発に関する大統領の計画は、以下の目標

に基づくものである： 

• 第一に、アメリカは国際宇宙ステーションに関する作業を 2010年までに完了さ
せ、15ヶ国のパートナーに対する約束を果たす。米国は、宇宙飛行が飛行士の
健康に与える影響をよりよく理解して克服し、将来の宇宙ミッションの安全性を

高めるため、国際宇宙ステーション上で目標を新たにした研究作業を開始する。 

o この目標を達成するため、NASAは安全上の注意事項とコロンビア号事故
調査委員会の勧告に従いつつスペースシャトルの使用を再開する。今後数

年間におけるシャトルの主目的はステーションの組立完了に役立つことと

し、2010年ごろに約 30年の使用を経たシャトルはその役目を終える。 

• 第二に、この種のものとしてはアポロ・コマンドモジュール以後初めてとなるが、

米国は軌道を越えた別世界を探索する新規の有人探索機の開発を開始する。この

新宇宙船すなわち「宇宙往還機（乗員輸送用小型宇宙船 CEV）」の開発および
試験は 2008 年までに行われ、2014 年までに初回の有人ミッションに使用される。
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宇宙往還機は、シャトル退役後の国際宇宙ステーションへの飛行士および科学者

の輸送も可能なものとする。 

• 第三に、アメリカは早ければ 2015年、遅くとも 2020年までに再び月面に立ち、
月面をより大掛かりなミッションのための基地として使用する。火星から地球に

顕著な画像を送り返しているスピリット・ローバーと同様の一連のロボット式ミ

ッションにより 2008年までに月面の探索を開始し、将来の人間による探索の研
究と準備を行う。人間は宇宙往還機（乗員輸送用小型宇宙船）を使用して、早け

れば 2015年にはより長期にわたる月面での生活および作業を目的とした幅広い
月面ミッションを実行する。 

o 月面における活動期間の長期化により、宇宙飛行士たちは新技術を開発し、

月にある豊富な資源を利用して、より困難な環境での有人宇宙探索を可能

にする。月面における人間の活動期間の長期化により、重力の小さい月面

基地から飛び立つ宇宙船は地球基地から飛び立つ宇宙船よりも小さなエネ

ルギーしか使用しないので、月以遠の世界の探索にかかるコストを削減で

きる。月面で得られた経験および知識は、火星をはじめとする月以遠への

有人ミッションの基礎としての役に立つ。 

o NASAは、太陽系に関する理解を最大限まで向上させ、より大掛かりな有
人ミッションへの道を切り開くため、ロボット探索の使用を増大させる。

探索機、着陸機、その他同様の無人機が開拓者の役割を果たし、地球の科

学者に膨大な量の知識を送信する。 

 

2) 新ビジョンの予算 

 

米議会筋の情報によれば、ブッシュ大統領の新宇宙開発ビジョンは、当初、NASAの

新規予算である 10億ドルと、その他の宇宙開発プログラムから移動される 110億ドル

により賄われる。同議会筋によれば、NASAの当局者は下院および上院での説明会にお

いて、大統領が今後 4年間 NASAによる支出を毎年 3.8パーセント、すなわち 5億ドル

強増加させることを求めると議員たちに伝えている。 

さらに、NASAは同時期に総額で 110億ドルの予算を他のプログラムから新たな宇宙

開発に移動させる予定である。米議会筋の情報によれば、科学プログラムの中でも特に
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新規の宇宙開発に関連しないものが影響を受けると説明されたが、影響を受ける具体的

なプログラム名に関するコメントを NASAは拒否した。「科学予算の伸び率は鈍化す

る」と議会筋の一人は語っている。自らが議長を務める委員会が NASAのプログラム

を承認する立場にあるボーラート下院議員は、ブッシュ大統領の演説後に、「NASAの

中で、地球科学と航空学はまだ生きている」と報道陣に語りかけた。 

NASAのガッセム・アスラー地球科学局長は、惑星探索に適応できるアプリケーショ

ンを理由として、NASAにおける地球科学の復活を予想していると語った。気候変動に

関する政府指令は、変更されていない。 

 

3) 宇宙開発計画に伴って膨らむ産業界の期待 

 

ブッシュ大統領は、宇宙開発に関する新方針の発表に当たり、アメリカの創意工夫、

国際協力、人類の宿命を強調したが、その計画には米国の航空業界やエネルギー業界が

長い間抱いていた念願も反映されていた。産業界は長い年月をかけて、より積極的に惑

星間飛行を追及するよう NASAへの説得を続けており、各社はその結果として契約お

よび副産物としての技術から得られる何十億ドルもの資金に飛びつこうと身構えている。 

業界関係者たちは、宇宙飛行士たちが月面基地を建設した後の火星へのミッションを

長期的目標に設定するブッシュ大統領の「新たな発見の精神」は、ビジネス界に途方も

ない恩恵をもたらすと考えている。この計画から利益を得られる会社には、メリーラン

ド州ベセスダに本社を置くロッキード・マーチン社（Lockheed Martin Corp.）、ボーイ

ング社（Boeing Co.）、チェイニー副大統領が現職に就く前に社長を務めていたハリバ

ートン社（Halliburton Co.）などがある。 

「月より遠い世界へ行くとは、我々にとってビッグニュースだ」と、NASAの最大発

注先であるボーイング社の広報担当であるエド・ミーマイ氏は言う。2000年にオイ

ル・アンド・ガス・ジャーナル（Oil & Gas Journal）誌に掲載された、ハリバートン社

の科学アドバイザーであるスティーブ・ストリーチ氏が書いた「石油・ガス産業にとっ

 110



て有用な火星調査用ドリル技術（Drilling Technology for Mars Research Useful for Oil, Gas 

Industries）」という記事は、火星ミッションに対する民間産業の熱望を表す好例であろ

う。この記事では、火星探索プログラムを「火星に生命が存在した可能性の調査と、地

球での石油およびガスの需要を支える我々の能力の改善という両面において、前人未踏

の機会である」と称していた。なぜならば、このミッション用に開発された技術は、地

球でも使用可能だからである。ロッキード社の広報担当であるトム・ジャーコウスキー

氏も同様の熱意を示し、「当社のヒューストン勤務の者も、ケープ・カナベラル勤務の

者も、マーシャル宇宙センターに集まり、あらゆるレベルで NASAの担当者たちと話

し合っている」と語っている。NASAのショーン・オキーフ長官は説明会において、

「議会の予算承認が必要なブッシュ大統領の宇宙開発プログラムをどの程度まで『産業

界に任せるか」をこれから判断するところである」と述べた。 

民間各社は NASAに対し、壮大な事業を考え、宇宙飛行士を月や火星に送り込むな

どの遠大なプログラムを実施することを何年間も推奨してきた。しかし NASAはそれ

に抵抗し、予算の縮小が続いたため、意欲が後退していたと業界関係者は述べている。

業界関係者の一人は、昨年 10月に中国が有人ロケットを軌道に乗せ、月に向かう計画

を発表した時に状況が変化したと言う。ホワイトハウスは突然、米国の宇宙開発プログ

ラムの再活性化に気をもみ始め、実際に「中国に月を取られるような間抜けたことは許

さない」と NASAに伝えたそうである。このため、NASAは何週間も検討を重ねた結

果、各社が推奨していた幅広いアイデアの一部を使用して、米国の宇宙飛行士を宇宙空

間に壮大なやり方で飛び立たせる筋道を用意した。 

このプロセスに関与した政府の上級当局者によれば、2月 1日に起こったスペースシ

ャトル・コロンビア号の事故以後、NASAに明確な使命を与える宇宙開発政策の再検討

に推進力を与えたのは、ブッシュ大統領自身の希望であったそうである。「大統領は、

我々の旅を続けるべきであることを約束した。しかし、その旅を見つめた時、我々は特

定の目標があるのか、どのようなビジョンがあるのかという疑問を持った。評価の結果

は、特定のビジョンも目標も設定されていないということだった。大統領は、『何のた
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めの？』宇宙ステーション、『何のために？』シャトルの乗組員が地球軌道を回り続け、

『何のために？』そして『どのようなビジョンで？』という具合に、常に質問を投げか

けていた」と語っている。 

計画がどのような始まり方をしたにせよ、宇宙産業は政府からの仕事を渇望していた。

1990年代には多くの会社が統合され、ボーイング社とロッキード・マーチン社が他を

はるかに超える支配力を持つ請負会社となった。NASAの主要プログラムは実質的にす

べてがこの２社のいずれかにより監督されており、スペースシャトル・プログラムはボ

ーイングとロッキードのジョイントベンチャーであるユナイテッド・スペース・アライ

アンス（United Space Alliance）によって管理されている。各社は通信衛星産業からの商

業宇宙ビジネスの飛躍的拡大に期待していたのだが、インターネット・ブームが崩壊し、

通信メディアとして衛星の代わりに光ファイバーが選択されると、商業衛星の打上げは

行われなくなってしまった。軍事的な宇宙開発ビジネスがある程度の仕事にはなったが、

これらの巨大企業はより多くの NASAの仕事を必要としていた。しかしながら、業界

関係者によれば、彼らは NASAを迂回する戦術を取らず、ホワイトハウスへ直接陳情

を行うことはなかった。 

今後の問題は資金であり、大統領が NASAに宇宙開発プロジェクト用として 10億ド

ルの追加予算を提案したことは足がかりとなるが、NASAが新しい目標を達成するため

にはより多くの資金が必要である。プログラムが始まれば資金は増加しやすく、いつも

のパターンになる、と航空宇宙コンサルティング会社ティール・グループ（Teal 

Group）の専門家であるフィル・フィネガン氏は言う。軍事プログラムは伝統的に、最

初に少額の予算が提示され、議会の承認を得た後に膨張する。NASAの国際宇宙ステー

ションも同様であったと彼は言う。各社は、資金の拡大を政治的に可能な方法で進める

ための助言を NASAに与える準備を整えている。「どのように予算を手当し、継続可

能にするかという点について、我々は時間をかけて調査してきた」と、ボーイング社の

重役であるマイク・ラウンジ氏は述べている。 
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d. コロンビア号事故調査委員会（CAIB） 

コロンビア号事故調査委員会は、2003年 2月 1日に発生したスペースシャトルの事

故の原因に関する最終報告書を、ホワイトハウス、議会、NASAに対して 2003年 8月

下旬に提出した。全 11章からなるこの報告書は、コロンビア号事故調査委員会の 13名

の委員、120名を超える調査員、NASA及び請負会社に所属する 400名の従業員、コロ

ンビア号の破片を回収した 25,000名以上の捜索者による 7ヶ月間の調査の結果となっ

ている。 

報告書は、NASAが現在使用しているスペースシャトルそのものに固有の危険はない

が、シャトルをより安全なものにするためには、多くの調整が必要であると結論付けて

いる。また、シャトルシステムを中長期に運営する上では、NASAの管理システムが安

全でなく、NASAに安全を確保するための強力な文化が存在しないことも記載されてい

る。委員会は、コロンビア号の事故には物理的要因と組織的要因が等しく作用したと判

断しており、NASAの組織文化が、上昇時に機体に衝突した断熱材と同程度に事故に関

係したとしている。報告書には、次回の事故の予防に役立つ可能性のある重要な要素と

調査結果も注記されている。 

同委員会は、有人宇宙飛行の将来に関する国家的議論の基礎になるべく報告書を作成

したが、人間を地球軌道まで往復輸送する最重要な手段として、可能な限り早期にシャ

トルを入れ替えることが国益に適うと提言している。さらに、この 248ページの報告書

の中で、シャトル・プログラムを再び飛び立たせる前に実施するべき 15 項目を含めて、

29項目の勧告を行っている。 
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2. 軍事宇宙開発 

a. 概要 

NASAの創設は、軍事用の宇宙開発活動を民生用の活動と分離する意図を持ったアイ

ゼンハワー大統領の試みであった。大統領はとりわけ、米国が宇宙の平和利用に関心が

あることを強調したかったが、同時に宇宙には軍事的な用途もあることを認識していた。

1958年のアメリカ航空宇宙法では、軍事的な宇宙開発活動は DODが行うと定めており、

収集した情報を広範囲に利用する情報当局（CIA長官が調整役を務める）は、DODの

一部門である国家偵察局 (National Reconnaissance Office：NRO) を通じて偵察衛星の運

営に参加している。国家偵察局は、情報収集衛星の製造・運用と、結果として得られる

データの収集・処理を行っている。また、これらのデータは、国立画像地図局

（National Imagery and Mapping Agency：NIMA）や国家安全保障局 (National Security 

Agency：NSA) などにも提供されている。空軍の副長官が、国家偵察局の長官、空軍宇

宙調達部長、DODの宇宙担当執行エージェントを兼務している。 

DODおよび情報当局は、打上げ機の開発、通信衛星、GPS衛星、外国からのミサイ

ル発射時に警報を送る早期警戒衛星、気象衛星、偵察衛星、米国の衛星システムを保護

して敵に宇宙を利用させない能力(「宇宙制御」または「宇宙対抗システム」と呼ばれ

るもの) など、幅広い宇宙活動を担当している。これらのシステムは、2003年のイラク

戦争や対テロ戦争を含む米国の軍事作戦において重要な役割を果たしている。 

ブッシュ政権は、2001年 9月 11日の同時多発テロ事件に対応して指揮命令系統を再

構築する際に、米国宇宙軍 (USSPA CECOM) を 2002年に廃止した。米国宇宙軍は、宇

宙における作戦活動を実施するために 1985年に創設され、司令官は、米国とカナダの

北米航空宇宙防衛軍 (NORAD) 司令官を兼務していた。（2002年 10月 1日には、新た

な北方軍 (Northern Command) が創設され、司令官が NORAD司令官を兼務することと

なった。）米国宇宙軍は米国戦略軍 (USSTRATCOM) と統合され、現在はミサイル攻撃

と従来型の長距離攻撃に対する早期警戒と防衛を担当している。米国戦略軍は、陸軍宇
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宙部隊 (Army Space Command)、海軍宇宙部隊 (Naval Space Command) 、宇宙空軍 (Space 

Air Force、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地を本部とする第 14部隊) の 3部隊

により構成されている。 

また、宇宙関連の軍事活動を効果的に実行するには、DODと情報当局をどのような

組織にすればよいかという問題が数年間にわたり議論されており、2000年度予算案の

審議に際して議会は、「国家偵察局 (2000年度諜報認可法)」、「米国画像測量庁 

(NIMA)(2000年度 DOD歳出予算法の分類済み付録)」、「米国の国防上の宇宙制御およ

び組織全体 (2000 年度国防総省認可法) 」の再構築を検討するための委員会を設置した。 

一方で、純粋な軍事活動を定義することも困難を極めている。米国の軍事用と民生用

の宇宙開発プログラムは組織的に分離されているが、衛星が果たす機能と打上げ機の組

織的な分離は容易でない。軍事、民生とも通信衛星、ナビゲーション衛星、気象衛星、

リモートセンシング・偵察衛星を使用しており、使用する周波数や能力に差があるにせ

よ同様の技術が使われている。また、どの衛星に関しても同じ打上げ機が使用できる。

さらに、DODが民生用衛星を使用する場合もあり、その逆の場合もあるほか、DODと

NASAのいずれもが衛星の打上げ機を開発している。DODはデルタ(Delta)、アトラス

(Atlas)、タイタン(Titan) を最初に開発し、NASAはスカウト(Scout)、サターン(Saturn)

（これらはいずれも生産が中止されている）、スペースシャトルを開発した。こうした

中で、1994年 8月にはクリントン政権の方針により、DODには使い捨て型打上げ機の

維持とアップグレードの責任が課され、NASAはシャトルの維持と新規の再使用可能打

上げ技術の開発を行うこととなった。この方針は、2004年 1月にブッシュ大統領が発

表した新しい宇宙政策により、今後変更されると考えられる。 

冷戦が終結した当初、宇宙兵器に対する DODと議会の関心は、衛星攻撃用兵器 (ア

ンチサテライト兵器 - ASAT)に関しても、宇宙から弾道ミサイルを迎撃する兵器に関し

ても薄れていたが、近年になり議論が再燃している。米国と同盟国を守るための弾道ミ

サイル防衛システムの実現を図る戦略防衛構想（SDI）をレーガン大統領が 1983年に

発表して以来、弾道ミサイル迎撃用の衛星使用は激しい論議を生んできた。湾岸戦争後
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のクリントン政権は、国家的ミサイル防衛よりも戦域ミサイル防衛という新たな目標に

変え、戦略防衛構想局（SDIO）の名称を弾道ミサイル防衛局（BMDO）に変更したが、

ブッシュ政権は、広範囲なミサイル防衛への関心から、この名称をミサイル防衛庁

（MDA）に変更した。 

なお、DODが宇宙開発活動を効果的に実施しているかに関し、ここ数年間にわたっ

て疑問が投げかけられており、いくつかの委員会やタスクフォースにより、調査が行わ

れている。議会は 2000年度の国防総省認可法において、国家安全保障プログラムの総

合的管理に関する勧告を行う委員会を創設した。ドナルド・ラムズフェルド氏が議長を

務める同委員会（ラムズフェルド宇宙委員会）は、同氏の国防長官就任から間もない

2001年 1月 11日に報告書を提出し、DODと情報当局による宇宙開発を一変させる勧告

を行った。会計検査院（GAO）の２つの報告書（2002年 6月の GAO-02-772、2003年 4

月の GAO-03-379）によれば、DODはこれを受け、組織に関する 13項目の勧告中、10

項目を実施する予定であり、2003年 4月現在で 9項目が実施されている。この組織変

更により、いくつかのプログラムで多額のコスト増が発生したため、防衛科学委員会 

(DSB) と空軍科学諮問委員会 (AFSAB) は、DODの宇宙開発プログラムを再検討するた

めのタスクフォースを設置した。ロッキード・マーチンの重役であったトム・ヤング氏

を議長とするタスクフォースが 2003年 5月付けで作成した報告書が公表されたが、重

要な指摘は、「調達を行う上での重点がミッションの成功からコストに置き換わり、過

度の技術上およびスケジュール上のリスクが発生していること」、「宇宙開発における

調達に対し、非現実的なほど低い見積を作成する強力な圧力が存在すること」、「調達

を実施・運営・管理する政府の能力が深刻なほど低下していること」、「宇宙産業の基

盤に長期的な懸念が存在すること」という 4項目であった。 

b. 2004 年度予算の概要 

2002年度に 157億ドルであった DODの宇宙開発予算は、2004年度の要求が 204億ド

ル、2008年度の予想額が 286億ドルと、大きな伸びを示している。その一部は、宇宙
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赤外線システム (Space Based Infra Red System：SBIRS) や宇宙追跡査察システム (Space 

Tracking and Surveillance System：STSS) など、既存の宇宙開発に必要な資金が増大する

ことによる。 

（早期警戒衛星：宇宙赤外線システム と宇宙追跡査察システム） 

DODの宇宙開発プログラムの中で最大なものの一つに新しい早期警戒衛星の開発が

あり、外国からミサイルが発射された場合に早期に警報する、より高度な能力を備えた

衛星の開発が進められている。このうちの宇宙赤外線システム（SBIRS）については、

1996年度予算で提案・承認され、その後、高軌道と低軌道の両方の衛星を併用する形

に進化した。高軌道システムである SBIRS- Highは空軍が管理し、ミサイル発射時点で

の検知を主な目的として、既存の国防支援計画（Defense Support Program）用衛星に置

き換わる予定である。低軌道システムは SBIRS-Lowと呼ばれたが、2002年に宇宙追跡

査察システム（STSS）と改称された。このシステムはミサイル防衛庁（Missile Defense 

Agency：MDA）が管理しており、発射から迎撃または大気圏再突入までミサイルを追

跡し、弾頭と「おとり」を区別し、ミサイルや弾頭の迎撃と破壊を試みる他のシステム

にデータを転送する。 

これらのシステムは、いずれも困難な技術的課題、スケジュールの遅れ、コスト増大

に直面しており、議会はここ数年、プログラムに関する懸念を表明して、2002年度国

防総省歳出予算法で両方の予算を削減した。さらに、2003年度には、SBIRS-Highに対

して、要求額の 8億 1,500万ドル（2002年度に比べて 85％増）から 3,000万ドル削減し

た。一方、STTSに関しては、要求どおりの 2億 9400万ドルを承認している。 

2004年度に関しては、DODは SBIRS -Highの研究開発資金としての 6億 1,700万ド

ルに加え、バックアップ用のミッション管理ステーションの調達資金として 9,500万ド

ルを要求している。一方、STTSに対しては、地上および海上の代替システム資金と共

に 3億ドルを要求している。なお、2004年度国防総省認可法において、両プログラム

とも全額が承認されている。 
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こうした中で、2003年 5月の防衛科学委員会と空軍科学諮問委員会(DSB/AFSAB)の

報告書では、SBIRS - Highの初期段階でのプログラム管理に鋭い批判がなされ、構成変

更後のプログラムが成功するか否かに関して慎重な見解が発表された。また、2003年

10月の会計検査院報告書（GAO-04-48）では、構成変更が行われた後でも「コスト増

大とスケジュールの延期の重大なリスク」が残っていると指摘している。 

（加速段階にあるミサイル防衛用の宇宙レーザーと運動エネルギー兵器） 

宇宙レーザー（Space Based Lasers：SBL）と運動エネルギー兵器（Space Based 

Kinetic Energy：KE）は、1983年のレーガン大統領による戦略防衛構想以後、ミサイル

防衛の関心の的となってきた。これらは、核弾頭または「おとり」を発射する以前の加

速段階にあるミサイルを攻撃する兵器である。 

2002年度に、宇宙レーザー（SBL）は空軍から弾道ミサイル防衛局(BMDO) 、現在の

ミサイル防衛庁に移管された。弾道ミサイル防衛局は、統合飛行実験用の 1億 6,500万

ドルに加えて宇宙レーザーの光学系用に 500万ドルを要求したが、議会は 1億 2,000万

ドル減額し、統合飛行実験を事実上廃案とした。一方で、技術開発予算は 2002年度、

2003年度も継続された(それぞれ 4,900万ドルと 2,500万ドル)が、2004年度予算では、

宇宙レーザー予算はミサイル防衛庁(MDA) の全体の予算勘定の中に折り込まれており、

区別されていない。 

運動エネルギー兵器（KE）については、2002年度の予算要求では、弾道ミサイル防

衛局(BMDO)より、設計用の 500万ドルと概念定義用の 1,500万ドルが再度計上され、

1,000万ドル減額された後、2003年度は 5,400万ドルの要求に対し、2,130万ドル減額さ

れた上で承認された。2004年度に関しては、弾道ミサイル防衛（BMD）迎撃機の全般

の勘定に折り込まれており、区別されていない。なお、上院は、2004年度国防総省認

可法中で、宇宙に配備する直撃破壊式インターセプタまたはその他の兵器の設計、開発、

配備に関しては、議会の特別な承認を必要とする旨の文言（第 225条）を追加している。 

（アンチサテライト兵器と宇宙制御） 
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DODは長い間、米国の衛星システムを防御し、敵に宇宙空間を使用させない能力の

開発に関心を持ち、軌道上の他の衛星を攻撃するアンチサテライト（Antisatellite：

ASAT）兵器が宇宙空間を敵に使用させない第一の手段であると何年も考えてきた。し

かし最近では、「宇宙制御」という言葉が使用されるようになってきている。アンチサ

テライトは宇宙制御の一つの手段であるが、宇宙制御には、例えば衛星コマンドリンク

の妨害、地上管制システムや打上げインフラの破壊など、敵に宇宙空間を使用させない

ためのその他の方法も含まれる。アンチサテライト兵器が不利な点の一つは、使用する

と他の衛星に損傷を与える破片が飛散することであり、米国宇宙軍総司令官は 2001年

に、米国政府の衛星や商業衛星に与える損害を理由として、運動エネルギー・アンチサ

テライトの使用の留保を発表している。 

F-15準拠のインターセプタを使用する空軍のアンチサテライト開発プログラムは、

議会の制限により 1980年代に中止され、その後、陸軍による地上での運動エネルギ

ー・アンチサテライト（KEAsat）プログラムが開始されたが、クリントン政権により

1993年に中止された（技術研究は継続されている）。 

DODは以後、運動エネルギー・アンチサテライトの予算を要求しておらず、それに

代わるその他の宇宙制御を重視している。議会は DODによる宇宙制御技術を支持した

が、運動エネルギー・アンチサテライト・プログラムも復活させ、1996年度に 3,000万

ドル、1997年度に 5,000万ドル、1998年度に 3,750万ドル、2000年度に 750万ドル、

2001年度に 300万ドルを追加した。2002年度と 2003年度の予算の追加はなかったが、

運動エネルギー・アンチサテライト技術の調査と評価を行い、これまでに行った技術開

発を利用した宇宙制御技術を開発する目的で、2004年度には国防総省認可法において

宇宙制御予算として 400万ドルが承認された。 

（国家偵察局と国立画像地図局） 

国防上の宇宙開発活動には、国家偵察局（National Reconnaissance Office： NRO）も

関係している。NRO については、1995 年 9 月に財務管理の不手際が露見したことから、

デビッド・ジェレミア元海軍大将が議長を務める委員会による調査が行われた。1997
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年のジェレミア報告書には 47項目の勧告が盛り込まれ、一部は採用されたが、その他

は将来課題とされた。依然として懸念が残る中、2000年度の情報機関認可法により、

NROの検討に関する国家委員会（National Commission on the Review of the National 

Reconnaissance Office）が設置された。2000年 11月に発表された同委員会の報告書では、

NROには大統領、国防長官、CIA長官の監督が必要であり、組織改革に向けた積極的

な活動を維持しなければならないとされている。 

こうした中、将来の予算が削減される可能性が高いと考えた NROは 1990年代後半

に、より小型でコストの安い情報収集衛星をより多く開発する未来画像アーキテクチャ

（Future Imagery Architecture：FIA）を採択し、ボーイング社を主請負業者として選択

した。しかし、議会は、2003年度情報機関認可法に関する報告書で、技術面と資金面

の問題により「最も重要な将来の能力と旧式のシステムとの間で支持不可能な妥協が余

儀なくされる」可能性があるとして、FIAに対する強い懸念を表明している。ワシント

ン・ポスト紙（2003年 9月 6日付）は、より多くの技術的試験を行う目的で 2003年 1

月に同プログラムに 40億ドルが追加されたという NROの 広報担当者の談話を掲載し

た。ニューヨーク・タイムズ紙（2003年 12月 4日付）は、同プログラムの当初の見積

は 60億ドルで、追加の 40億ドルは「その他の諜報プログラム」から転用されると報じ

た。同紙では、システムの初期性能に関する NROの期待は低下しており、ボーイング

社は 2006年に最初の衛星を打上げるという「下方修正された目標」さえも達成できな

いかも知れないと一部の当局者は考えているとも報じていた。 

DODおよび情報当局は、商用画像を使用してデータを増やしてきたが、商業的リモ

ートセンシングに関する 2003年のブッシュ政権の方針により、可能な限り多くの商用

画像を使用する指示が政府機関に与えられた。2003年 10月に、国立画像地図局

（NIMA）は、0.5メートルの解像度を持つ新衛星を製造し安価に画像にアクセスする

優先権を得るために、5億ドルの契約をデジタルグローブ（Digital Globe）社と締結し

た。さらに、NIMA は、今後スペースイメージング（Space Imaging）社とも同様の契約

を結ぶ準備をしていると見られる。2004年度国防総省認可法に関する報告書では、議
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会は、商用宇宙画像用に認可された予算の少なくとも 90％を、商用宇宙画像の調達と

商用画像産業の支援に使用する指示を与えている。 

（宇宙レーダー（Space-Based Radar：SBR）） 

2001年度の国防総省歳出予算法および認可法では、地上の移動目標（固定目標では

なく）を追跡するレーダー衛星の能力を証明するために 2基の衛星を打上げる予定であ

った、空軍と陸軍と NROによるディスカバラーII（Discoverer II）プログラムの中止が

決定された。代わりに、こうした目的を持つ技術を開発し、発展させるための予算とし

て 3,000万ドルが NROに与えられた。この決定は、技術の成熟度、運用時の潜在的コ

スト（下院予算配分委員会の推定では 250億ドル）、得られるデータに対する DODの

効果的使用等が懸念されたことによる。宇宙レーダーの開発に関しては、議会は 2002

年度に 5,000万ドルの要求に対し 2,500万ドルを配分したが、2003年度に関しては、空

軍の「研究・開発・実験・評価」勘定で要求された 4,800万ドルを承認したが、国防緊

急対応資金（Defense Emergency Response Fund：DERF）として別に要求された 4,300万

ドルは承認しなかった。2004年度の要求額は 2億 7,400万ドルであったが、議会は

7,500万ドル減額した。 
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3. 新しい宇宙打上げ機の開発 

 

1994年のクリントン政権による指令により、再使用可能なスペースシャトルの維持

と新規の再使用型打上げ機（RLV）の開発を NASAが主に担当し、使い捨て型打上げ

機（ELV）を DODが担当することとなった。民間各社も、独自に、または政府とのパ

ートナーシップを通じて、新型の打上げ機を開発している。米国政府の衛星は、大統領

が許可を与えない限り米国の打上げ機を使用しなければならない。 

NASAは 1980年代以降、より安いコストで安全性を高めたスペースシャトルの代替

となる新しい再使用型打上げ機の開発を試みている。いくつかのプログラムが開始され

たが、その後放置された。最も新しいプログラムは、宇宙打上げ機構想（SLI）である。

この構想は当初、2006年に建造が決定される予定の、より安全でコスト効率の高い新

規再使用型打上げ機を開発するために、数社に資金を提供する計画であった。 

NASAは 2002年 11月に、軌道往還機（OSP）の開発を重視する形で宇宙打上げ機構

想プログラムの見直しを行い、建造する打上げ機の決定を 2009年に延期した。軌道往

還機は打上げ機ではなく、宇宙ステーションとの間で乗組員を輸送する宇宙船である。

その打上げは再使用型打上げ機ではなく、既存の使い捨て型打上げ機を使用して行われ

る。NASAは、それまでの計画に従って 2012年までにシャトルの使用を段階的に中止

するのではなく、少なくとも 2015年まで、おそらくは 2020年までは、安全に運行でき

るようにスペースシャトルをアップグレードするための予算も発表した。しかし、この

スケジュールは、2004年 1月の大統領の発表により、変更されることとなった。 

DODは、米国の使い捨て型打上げ機をアップグレードして打上げコストを少なくと

も 25％削減するための、次世代使い捨て型打上げ機（EELV）プログラムを実施し、ロ

ッキード・マーチン社とボーイング社が、それぞれアトラス V（Atlas V）とデルタ IV

（Delta IV）という次世代使い捨て型打上げ機を建造した。これらはいずれも、衛星の

打上げに成功している。両社と DODは開発コストを分担したが、収入源として期待さ

れていた商業用打上げサービスの需要予測が急激に低下したため、両社は現在 DODか
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ら経費の一部回収を求めている。DOD は、両社の経済的健全性を確保することにより、

いずれかの打上げ機に技術的な問題が発生した場合でも「宇宙へのアクセスが確保され

る」として、企業を支持する立場を取っている。2004年度における次世代使い捨て型

打上げ機調達に関して、DODは 6億 900万ドルを要求したが、議会は 2004年度国防総

省認可法で 1,000万ドルを追加し、承認した。DOD当局は、商業的な収入予測の低下

を理由として次世代使い捨て型打上げ機に関する新戦略を検討中であると言い、打上げ

機に関する開発コストが増大すると予想している。従って、次世代使い捨て型打上げ機

プログラムは 25％の打上げコスト削減という目標を達成できない可能性がある。民間

の数社は独自の打上げ機の開発を試みているが、市場競争により資金調達が困難になっ

ており、現在は、乗員を宇宙に送り込む低軌道打上げ機の建造が注目されている。 

a. NASA による新しい再使用型打上げ機の開発 

1994年に発表されたクリントン政権の方針により、次世代の再使用可能な宇宙輸送

システムの技術開発を NASAが主に担当することとなった。NASAは、スペースシャ

トルに代わり、実験的な再使用型打上げ機の開発と飛行試験を行うため、再使用型打上

げ機プログラムを開始した。再使用型打上げ機の支持者は、これにより宇宙アクセス費

用の大幅な削減が可能であると考えている。 

（X-33 と X-34） 

1995年から 2000年まで、NASAは新型再使用型打上げ機の開発に関し、技術開発コ

ストを分担することにより、運用される打上げ機の開発、運用、資金調達を業界が行う

という新しい協力関係を業界との間に確立しようと考えていた。この理念に基づき、

X-33と X-34という 2つの「X」（実験的（experimental）を表す X）飛行試験プログラ

ムが開始された。X-33は、単軌道直行式（Single-Stage-To-Orbit：SSTO）技術を使用し

た大型再使用型打上げ機の小型プロトタイプを建造するロッキード・マーチン社との共

同プログラムである。単軌道直行式のコンセプトは、単一段階で（現在は二段以上のも

のが共通して使われているが）人間や積載物を軌道に到達させるロケットを使用するも
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のである。X-34は、オービタル・サイエンス社（Orbital Sciences Corporation）との従来

の契約に基づいて再使用可能な二段軌道到達式技術を検証するための、再使用型打上げ

機の小型「テストベッド」であった。（X-34は当初、オービタル社とロックウェル・

インターナショナル（Rockwell International）社による産官協力事業であったが、これ

らの企業は事業から撤退した。そこで NASAは、プログラムの規模を縮小した上でオ

ービタル社のみと契約を交わした）。その後、NASAは X-33と X-34の開発を 2001年

3月に中止した。NASAは X-33に約 12億ドルを支出しており、ロッキード・マーチン

社も 3億 5,600万ドルの自社資金を提供したと述べている。X-33に伴う技術的な問題、

特に新規の「エアロスパイク」エンジンと合成水素燃料タンクの構成に関する問題によ

り、試験飛行は 2000年から 2003年に延期され、NASAは、事業を完了させるためのコ

ストが利益に見合わないとの結論に至った。X-34に関しても、NASAは 2億 500万ド

ルを支出したが、同様の理由で中止した。 

（宇宙打上げ機構想（SLI）） 

X-33と X-34における問題を認識した NASAは、2000年に（2001年度予算要求の一

部として）再使用型打上げ機プログラムの構成を変更し、宇宙打上げ機構想(Space 

Launch Initiative：以降 SLIとする) を立ち上げた。元来、SLIは民間と大学との共同事

業であり、その目標は、「今日の宇宙打上げシステムよりも 10倍安全で、乗組員の生

存率が 100倍高く、コストが 10分の 1で済む」再使用型打上げ機技術の開発であった。

NASAは当初、開発コストの一部の民間が負担すると規定したが、民間企業がコスト負

担に応じそうにないため、後に譲歩した。2001年～2006会計年度の SLI関連予算は 48

億ドルであり、NASAは 2001年度に 2億 9,000万ドルを要求し、要求どおり認められ

た。2002年度には 4億 7,500万ドルを要求し、1,000万ドル減の 4億 6500万ドルを受け

取っている。2003年度の当初要求額は 7億 5,920万ドルであった。 

SLIは開始時点から様々な調査の対象となっており、X-33と X-34から学んだ教訓に

対して行われた会計検査院の 2001年の議会証言により、SLIにおいて同様の間違いを

起こさせないための注意が NASA に与えられた。2002 年 9 月の会計検査院報告書では、
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SLIが直面する困難な課題が強調されているほか、X-33および X-34プログラムと、そ

れ以前の米国宇宙航空機（National AeroSpace Plane：NASP）プログラムの失敗により、

一部の有識者は NASAの第二世代再使用型打上げ機の開発能力を疑問視している。 

こうした一方で、NASAのオキーフ長官とブッシュ政権の考え方は一致しており、

2002年 11月に発表された 2003年度の改正予算要求において SLIの内容は大幅に変更

された。オキーフ長官は打上げコストの大幅削減という目標を「単なるスローガン」と

呼び、その目標を実現できる技術に関しては何も明らかになっていないと報告している。

ブッシュ政権の予算文書には、商業的打上げ市場があまりにも不確実であるため、再使

用型打上げ機は経済的に正当化されず、DODまたは NASAが負う将来のミッションに

基づいて新たな要求を課すのは時期尚早であると記述された。さらに、SLIでは、新型

再使用型打上げ機のコストを 100億ドル（関連予算支出を含まず）と見積もっていたが、

新たな見積は 2,000億ドルであり、外部の業者が作成した見積では 3,000～3,500億ドル

であったことも指摘した。こうした指摘を受け、NASAは、「新規再使用型打上げ機は

予見可能な将来において経済的に成立し得ない」との結論に至ることとなった。ブッシ

ュ政権は 2003年度～2007年度に関し、SLI の予算を 21億 3,300万ドル減額（38億

9,900万ドルから 17億 6,600万ドルに）することを決定した。この結果、SLIという名

称は存続するが、プログラムの内容は大幅に変更され、宇宙ステーションとの間で乗組

員を輸送する軌道往還機（Orbital Space Plane：OSP）の製造と、次世代打上げ技術

（Next Generation Launch Technology：以降 NGLTとする）の開発という 2つの要素で構

成されることとなった。 

NGLT予算は、第 2世代再使用型打上げ機プログラム用に残された予算と、「第 3世

代」技術用に配分された予算により構成されている。NGLTにより開発される打上げ機

は、すべて貨物専用である。2003年度において、NASAは SLI用に 8億 7,900万ドルの

予算を提案したが、そのうち 5億 8,400万ドルは NGLT関連であった。議会は 2003年

度の総合予算配分決議において、構成変更後のプログラムを全般的に承認したが、SLI

からは 4,000万ドル減額した。2004年度の NGLT関連の要求額は 5億 1,450万ドルであ
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る。なお、2004年度の歳出予算法に関する報告書で、議会は SLI予算を 7,000万ドル減

額した。 

b.  民間部門における再使用型打上げ機の開発 

以上のような政府主導のプログラムの他に、米国企業数社は、民間金融機関を活用し

た再使用型打上げ機の開発を試みている。金融市場からの資金調達に関しては、各社と

も困難に直面しており、一部の企業は政府による保証または税額控除を求めている。ま

た、例えばキスラー・エアロスペース (Kistler Aerospace)社 やユニバーサル・スペー

ス・ラインズ (Universal Space Lines)社 のように、2001年 5月 17日に発表された SLI契

約により政府から直接資金を調達している企業もあるが、依然として財務面での課題は

残されている。さらに、一部の企業は、宇宙旅行が大きな市場に成長すると予想して、

軌道に到達するロケットの代わりに低軌道ロケットの開発に力を入れている。上院通商

小委員会と下院科学小委員会は、商業的な有人宇宙飛行に関する公聴会を 2003年 7月

24日に共同で開催したほか、下院科学小委員会の公聴会が 2003年 11月 4日に行われ

ている。 

c. DOD の次世代使い捨て型打上げ機（EELV） 

DODは現在、次世代使い捨て型打上げ機（Evolved Expendable Launch Vehicle：以降

EELVとする）として知られているプログラムを、1995年度に 3,000万ドルの予算を得

て開始した。政府と民間の共同で、ボーイング社のデルタ IVとロッキード・マーチン

社のアトラス V という 2 種類の EELV が開発され、いずれもサービスを開始している。

EELVプログラムの目標は、打上げコストを少なくとも 25％減少させることである。 

空軍は 1996年に、6,000万ドルの製造開発契約先としてロッキード・マーチン社とマ

クドネル・ダグラス社（その後ボーイング社により買収）を選択した。1997年 11月、

宇宙打上げ機市場が予測よりも大きく成長すると見込まれていたことから、DODはア

トラス Vとデルタ IVの両方の開発を支援する予定であると発表した。DODは 1998年

 126



10月に、ボーイング社とデルタ IVに対する 18億 8,000万ドルの契約（追加開発に要す

る 5億ドルと 19回の打上げに対する 13億 8,000万ドルを加えた金額）を、ロッキー

ド・マーチン社とアトラス Vに対する 11億 5,000万円の契約（追加開発に要する 5億

ドルと 9回の打上げに対する 6億 5,000万ドルを加えた金額）を、それぞれ締結した。

商業的な打上げサービスなどを通じて回収できると予想された開発費の残りの部分に関

しては、両社が自己負担することが期待されていた。しかし、2000年に入ると、新た

な市場予測により需要の減少が見込まれたため、DODは EELV戦略の見直しを開始し

た。DODは両社との契約を再交渉し、ロッキード・マーチン社が行う予定であった打

上げのうち 2回をボーイング社に行わせることとし、代わりにカリフォルニア州のバン

デンバーグ空軍基地に発射台を建設するというロッキード・マーチン社に対する要求を

（報道によれば、同社の要求により）取り下げた。 

民間市場の縮小を理由として、両社は政府からの追加資金を獲得するべく DODに働

きかけたが、これが、いずれかの打上げ機に困難な問題が発生した場合に備えて DOD

が余剰能力を確保できるように両社による使い捨て型打上げ機事業を継続するという意

味で、「宇宙へのアクセスの確保（assured access to space）」という言葉で知られると

ころとなった。 

2003年 5月、ボーイング社は、1996年から 1999年までにロッキード・マーチン社の

EELVプログラムの情報を違法に取得した疑いにより、司法省の調査を受けていると発

表した。DODは、7月 24日に新規の契約に関してボーイング社の 3事業部との契約を

停止し、既存の 7回の打上げ契約をボーイング社からロッキード・マーチン社に移し、

3件の新規打上げ計画への入札権をボーイング社に与えないという処分を発表した

（DODはこれらの契約をロッキード・マーチン社に与える予定）。DOD当局は、これ

らの処分によりボーイング社には 10億ドルの損害が発生すると予測している。入札停

止の例外は「やむをえない国家的ニーズ」を証明できる場合のみに限られ、政府はボー

イング社に対し、入札停止中であるにもかかわらず 1件の新規打上げ契約を含むいくつ

かの契約を締結している。ボーイング社は、DODによる処分の発表直前に、デルタⅣ
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計画が成功する見通しがないことから計画から撤退し、その後は政府向け業務のみに専

心すると発表した。 

一方、ロッキード・マーチン社は、バンデンバーグで計画されていたアトラスⅤ用の

発射台の建設（実際には既存のアトラスⅢ用発射台のアップグレード）を請け負ってい

る。ロッキード・マーチン社は約 2億ドルを支出し、政府は発射台をリースする予定で

ある。 

なお、2004年度に関し、DODは EELVの研究開発費として 800万ドルを、調達費と

して 6億 930万ドル（うち 1億 5,700万ドルがアクセス確保用）を要求した。2004年度

国防総省予算配分案の最終版においてこれらは認められた上に、アクセスの確保に関し

ては 1,000万ドル追加され、アクセスを確保するためにどの打上げ機を維持するかは明

記されなかったものの、アクセス確保を国策とする旨が記載された。 

現在の最大の問題は、商業用打上げ市場の不振とボーイング社がロッキード・マーチ

ン社のアトラス Vに関する情報を入手することによって起こした契約上の混乱により

発生した、EELVに関する 50％のコスト増を DODが吸収しなければならないことであ

る。（ボーイング社のデルタ IVの打上げをロッキード・マーチン社に移行させたこと

により、EELVのコストは大幅に増加した。）DODで軍事宇宙開発を担当するロバー

ト・S・ディックマン副長官によれば、DODはコスト増をカバーする方策を検討してお

り、2004年 2月に議会に上程される 2005年度予算に盛り込まれる予定とのことである。 

また、ボーイング社が復権しておらず、応札できる企業がロッキード・マーチン社し

かないことから競争入札作業は遅れている。こうした混乱はあるものの、宇宙へのアク

セスを確保するためには二重の戦略が極めて重要だとして、ポール・ウォルフォビッツ

DOD副長官が今後とも 2社を使用することを決定するなど、EELVプロジェクトに関

して最近は明るいニュースもでてきている。 
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B. 宇宙産業に対する支援体制 

連邦政府によるハイテク産業への支援は様々な形で行われているが、宇宙開発など政

府の使命と深い関係を持つ産業は、特に密接なかかわりがあり、多くの政府主導プログ

ラムと密接に結び付いている。宇宙開発関連企業は、政府との契約に従って宇宙システ

ムの製造・運用と研究開発を実施し、技術移転に関する政府の制約を受けながら、政府

支援を受けた技術を商業化することが要請される。輸出ライセンスや通信周波数の割当

などに関しては、第 2章で解説することとし、以下では、連邦政府が宇宙産業に与える

直接支援の内容を説明する。 

 

1. 連邦政府による調達と研究開発支援 

米国の宇宙産業は、連邦政府を主な顧客とする大手数社により支配されている。これ

らの企業は、NASA、DOD等の連邦機関との契約を通じて宇宙システムの設計・製造

を行っているが、最先端の技術が使用されることから、調達面・研究開発面で他の契約

とは大きく異なったものとなっている。 

表 1-2は、宇宙開発に対する DODの調達と RDT&E（研究、開発、実験、評価）の

予算額の推移を示したものであり、表 1-3は、NASAに関して同様の情報を示したもの

である。 
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プログラム
調達 RDT&E 調達 RDT&E 調達 RDT&E

国防支援プログラム $100.5 $7.7 $105.4 $9.4 $112.5 $6.4
DMSP（国防気象衛星プログラム） $40.9 $20.3 $70.0 $25.1 $47.6 $12.3
EELV（次世代型使い捨て打ち上げ機） $68.1 $322.0 $280.4 $329.9 $98.0 $320.3
EHF軍事通信衛星 $32.4 $89.8 $34.8 $244.1 $21.4 $549.7
中距離打ち上げ機 $60.6 $0.0 $42.7 $0.0 $42.4 $0.0
Milstar軍事通信衛星 $0.0 $345.6 $0.0 $235.2 $0.0 $232.1
NAVSTAR GPS衛星 $119.3 $106.8 $175.0 $258.6 $205.5 $264.8
NUDET検知システム $3.5 $16.7 $2.6 $12.0 $8.5 $18.8
Polar軍事通信衛星 $0.0 $37.8 $0.0 $25.8 $0.0 $18.7
衛星管理ネットワーク $26.6 $54.7 $36.7 $58.1 $29.7 $56.3
低軌道SBIRS（宇宙赤外線システム） $0.0 $218.1 $0.0 $238.8 $0.0 $0.0
高軌道SBIRS（宇宙赤外線システム） $0.0 $400.3 $0.0 $564.0 $93.8 $405.2
宇宙レーザー $0.0 $68.9 $0.0 $146.3 $0.0 $0.0
Spacelift測距システム $82.8 $48.3 $91.9 $84.4 $132.8 $65.1
Titan打ち上げ機 $399.4 $30.8 $406.0 $25.6 $385.3 $21.3
ワイドバンド・ギャップフィラー $0.0 $45.6 $25.5 $121.7 $391.0 $96.7
国防衛星通信システム $96.8 $3.5 $93.4 $7.3 $126.4 $3.9
Fleet衛星通信 $9.6 $40.0 $94.7 $39.4 $77.8 $54.2

$1,040.5 $1,856.9 $1,459.1 $2,425.7 $1,772.7 $2,125.8

出典：航空宇宙工業会

2000年度 2001年度 2002年度

表1-2：DODによる宇宙開発関連調達額の推移（2000～02年度）
（単位：100万ドル）
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表 1-3.NASAによる宇宙関連調達額および件数 

 カテゴリー 金額（百万ドル） 契約件数

総計 $10,629.2 6,357

研究開発（R&D ） $3,523.3 1,756
宇宙ステーション $1,529.3 33
宇宙飛行 $640.6 71
航空学および宇宙技術 $481.5 659
宇宙科学およびアプリケーション $201.1 339
宇宙作戦 $69.0 21
商業的プログラム $11.3 49
その他の宇宙開発関連R&D $527.6 456
その他のR&D $62.9 128

サービス $5,566.8 1,985
法務会計、運営管理サポート $2,899.1 492
自動テータ処理および電気通信 $949.1 212
政府所有施設の運営 $549.4 31
輸送、交通、リロケーションサービス $199.7 24
特殊な研究および分析、非R&D $151.4 173
設備の維持、修理、および再建 $142.4 64
質的管理、試験、および検査 $127.3 31
水道光熱費および維持管理費 $115.9 109
その他のサービス $432.5 849

備品および設備 $1,539.1 2,616
宇宙船 $1,164.3 57
自動データ処理、ソフトウェア、サポート設備 $114.2 886
エンジン、タービン、コンポーネント $42.7 12
維持修理用作業所設備 $42.5 6
弾薬および爆薬 $36.7 8
化学薬品および化学製品 $29.1 51
計器および実験設備 $24.3 402
燃料、潤滑剤、石油、ワックス $21.2 38
その他の備品および設備 $64.1 1,156

     *小口の調達（25000ドル以下）を除く

出典：NASAの第2002会計年度調達報告書
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表 1-4は、NASAの調達を請け負った機関を性格別に見たものである。契約の大多数

は、民間企業との間で行われている。（なお、表 1-3には小口の調達が含まれていない

ため、表 1-3と表 1-4の合計は一致しない。） 

（単位：百万ドル）

1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度
民間企業 $9,551 $9,386 $9,273 $9,210 $9,569
教育団体 $898 $1,019 $995 $1,084 $1,194
非営利団体 $406 $431 $466 $523 $583
JPL（ジェット推進研究所） $1,171 $1,295 $1,291 $1,452 $1,404
政府機関 $408 $390 $382 $382 $486
外国 $127 $154 $97 $97 $67

合計 $12,561 $12,675 $12,504 $12,748 $13,303

出典：第2002会計年度NASA調達報告書

表1-4：NASAの契約傾向（下請業者別）1998～2002年度

 

さらに、表 1-5は、NASAの調達契約について、契約額の大半を占める上位 24社の

企業別配分額を示したものである。 
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ユナイテッド・スペース・アライアンス社 $1,797,761
ボーイング社 $987,544
ロッキード・マーチン社 $611,089
ロッキード・マーチン・スペース・オペレーションズ $504,295
チオコール社 $390,183
ボーイング・ノースアメリカン社 $348,420
スペース・ゲートウェイ・サポート $310,420
マクドネル・ダグラス社 $222,429
ロッキード・マーチン・エンジニアリング＆サイエンス $211,923
QSSグループ社 $157,935
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル $151,580
コンピュータ・サイエンス社 $148,525
レイセオン・インフォメーション・システム社 $131,952
スウェールズ＆アソシエーツ社 $113,223
TRW社 $97,479
デルタ・ローンチ・サービス社 $91,981
ボーイング・サテライト・システムズ社 $89,174
ユナイテッド・テクノロジーズ社 $88,072
OAO社 $81,360
レイセオン・テクニカル・サービス社 $73,988
ボール・エアロスペース＆テクノロジー社 $70,899
スヴァードラップ・テクノロジー社 $68,209
ハネウェル・テクノロジー・ソリューションズ社 $62,215
サイエンス・システムズ・アプリケーションズ $61,237

出典：NASA第2002会計年度調達報告書

表1-5：2002年度におけるNASA契約先上位24社
（単位：千ドル）

 

 

研究開発を支援する最も直接的な方法は、業界や学術機関を資金的に支援することで

あるが、米国最大の研究開発機関である NASAは、宇宙関連技術の内容と方向性の決

定に関しても大きな影響力を持っている。米国科学財団の最新の推定によれば、NASA

は年間に 70億ドル以上を研究開発活動に支出しており、そのうち 39%は、産業界の関

与が大きい開発費支出である。一方、基礎研究が全体の 35%を占めているが、これは

主に大学などの学術機関を対象に支出されている。（表 1-6参照） 
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表1-6：2000～2002年度におけるNASAの研究開発費支出

［単位：千ドル］

                                     
            研究費 開発費

                                     
年度 総額                                     

            基礎研究 応用研究 合計

                                                
                                                

2000 6,881,900 2,305,437 1,658,538 2,917,925
2001 7,220,900 2,657,291 1,754,679 2,808,930
2002 7,259,400 2,548,050 1,872,925 2,838,425

出典：米国科学財団   

産業界と学術機関との関係でみると（表 1-7）、業界各社が、NASAが外部に出す資

金の半分以上を受け取っている。例えば 2002年度において、業界は NASAが外部に支

出した 54億ドルの 54％を受け取っている一方で、大学に与えられたのは 8億 4,500万

ドルで 16％に過ぎない。外部にあるもう一つの大口支出先は、連邦政府資金による研

究開発センター（Federally-Funded Research and Development Centers：FFRDCs）である。

この研究開発センターは、外部資金から 12億ドル（22％）を受け取っている。一方、

NASA内部における研究開発作業には、全体の 25％に相当する 18億ドルが支出されて

いる。 
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表1-7：2000～2002年度における実行者別NASAの研究開発支出
［単位：百万ドル］

                    
                   外部

                    
                                                                                    
                   米国および保護領  
                                                                                    

年度 合計 内部                                                                  
         　           　           　　 非営利          
                   産業界 産業界が 大学 大学が　 その他の 機関が 州 外国

                   　 管理 　 　管理する 非営利 管理 および  
                   　 する 　 する 機関 する 自治体  
                             FFRDC FFRDC FFRDC 政府  
                             　                                                

2000 6,881.9 1,720.5 2,644.3 0.2 845.1 1,196.8 421.2 5.1 8.1 40.6
2001 7,220.9 1,805.2 2,743.5 0.2 845.1 1,331.1 442.0 5.1 8.1 40.6
2002 7,259.4 1,814.9 2,900.7 0.2 845.1 1,199.7 444.4 5.1 8.1 41.3

出典：米国科学財団

 

NASAは、研究助成金の申請に関して、業界や学術機関に周知して、以下の 3パター

ンを中心に提案募集を行っている。 

• 研究公募（Research Announcement）：契約、助成金、協力提携を行うためのア

イデアの募集 

• 研究課題公募（Announcements of Opportunity）：幅広い研究目標に貢献する調査

アイデアの募集 

• 協力契約告示（Cooperative Agreement Notices）：助成金ではなく協力関係の締結

を目的とした研究活動の募集 

 

2. 技術の商業化：その背景と経緯 

1958年のアメリカ航空宇宙法（以降、宇宙法とする）により権限が与えられている

NASAは、宇宙科学に関する技術とその適用面で、米国が世界のリーダーとしての役割

を果たし続けることに寄与する活動を行うことを求められている。このため、宇宙法に

よれば、NASA長官は、以下を実行することとされている。 

• 宇宙活動を計画、指揮、実行すること。 
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• 宇宙船を使用した科学的測量と観察の計画、実行、手配に関して、学術関係

者の参加を促進すること。 

• NASAの活動とその結果に関する情報を、可能な限り幅広く妥当な方法で周

知すること。 

• 宇宙の商業利用を、可能な限り最大限まで追求・奨励すること。 

• 連邦政府の要求に沿う形で、商業的に供給される宇宙関連サービスとハード

ウェアの開発を促進し、連邦政府に使用を奨めること。 

 

議会は、以上を実行するための幅広い権限を NASAに与えた。NASA長官は、他の

政府機関や、自治体、個人、法人、教育機関との間で、事業の遂行に必要な契約、リー

ス、協力契約等を、自らが妥当と考える条件で締結できる権限を持っている。また、国

際協力プロジェクトへの参画も独自の判断で認められている。これにより NASAは、

中小企業や外国を含むパートナーとの間で、膨大な数の契約を締結している。 

設立当初の NASAは、共同研究開発、技術文書の公開、学術界への参加、大学への

研究開発資金の提供を通じて、技術移転を実現してきた。これにより航空宇宙関連関係

者への技術移転は効果的に進められたが、航空宇宙以外の用途を持つ技術の外部への移

転はあまり行われなかった。また、連邦政府の研究機関による技術情報に関しては、無

制限に周知することが長年の米国政府の方針であり、商業的な観点からの知的財産権保

護の役割はあまり考慮されてこなかったため、米国企業は連邦政府から受ける資金を商

業的に魅力のある製品に振り向けることを望まなかった。さらに、最終製品を開発する

ために自己資金の提供を求められても、知的財産保護による独占権が得られないことか

ら、連邦資金により開発された技術の商業化には積極的に取り組まなかった。 

こうした問題に対処するため、1980 年代に技術移転に関する重要な法律が制定され、

民間による商業化への投資を奨励するため、政府資金により開発された技術に関する民

間への独占権の付与を認めることとなった。こうした技術移転および商業化に関して

NASAに影響を与えた法律としては、以下があげられる。 
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• 1978年：Chiles 法 

• 1980年：Stevenson-Wydler技術革新法 

• 1980年：Bayh-Dole 法 

• 1984年：商標明確化法 

• 1986年：連邦技術移転法 

• 1987年：科学および技術へのアクセスを促進するための大統領命令 

• 1988年：包括通商競争力法 

• 1989年：国家標準技術研究所認可法 

• 1989年：国家競争力技術移転法 

• 1995年：国家技術移転促進法 

 

こうした流れを定めた最初の法律は、すべての連邦機関に技術移転手続きの確立を求

めた 1980年の Stevenson-Wydler技術革新法であった。なお、1986年の連邦技術移転法

では技術移転を奨励する重要な手段として共同開発研究契約（CRADA）が採択された

が、実際には 1958年の宇宙法より柔軟性に乏しいものであったため、NASAは、商業

化や技術移転の根拠を宇宙法に頼ることとしている。 

NASAにおいては、技術の商業化に対する使命を遂行するため、商業技術部が、商業

技術プログラム、中小企業技術革新研究開発（SBIR）・中小企業技術移転（STTR）プ

ログラム等の実施に関する戦略的方向性と方針を決定している。この結果、これらの活

動は NASA全体の総合的戦略に従って、米国全体で革新的技術を持つ者と企業を結び

つける役割をはたしている。また、法律に定められた設立目的の一部である、産業界に

よる NASAの研究開発能力と施設の利用という独特の制度を活用して、自らが支援し

た技術の移転と商業化を促進している。 

NASAの技術ネットワークは、航空宇宙関連の専門知識と技術を外部に移転する最前

線にあり、1989年以降、企業、大学、他の政府機関による NASA開発技術の利用を可

能にしてきた。この結果、航空宇宙に欠かせない技術が開発されるごとに、共同開発、
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パートナーシップ、ライセンシングによって技術を商業化し、民間企業とともに最大の

効果を得る体制が構築されている。また、全国および地域レベルでの技術移転ネットワ

ークと産業界とのパートナーシップにより、開発コストの削減、生産スケジュールの加

速、既存技術の移転を、企業に重大な影響を及ぼすレベルまで追求している。 

NASAの政策綱領（Policy Statement）では、技術の商業化が施策の中心に位置付けら

れているほか、商業化ハンドブックによれば、「技術の商業化を積極的に追及し、技術

資産の恩恵を可能な限り幅広く国家経済に波及させること」が NASAの方針であると

なっている。なお、技術の商業化と技術移転に関する現在の NASAの方針は、1994年

の「Agenda for Change（変革に向けての行動計画書）」と、この付属文書である 1996

年の「Commercial Technology Policy（商業的技術政策）」という 2つの文書に根ざして

いる。 
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3. 連邦航空局 

連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）の商業宇宙輸送担当副長官

室（Office of the Associate Administrator for Commercial Space Transportation：AST）は、

大統領令第12465号および米国法典タイトル49、サブタイトルIX、701章（以前の1984

年商業宇宙打上げ法）により、米国における商業宇宙打上げ活動の認可と規制を行って

いる。FAAの使命は、打上げ産業を規制するとともに、国民の健康と財産の安全を保

護するために打上げ事業の認可を行い、商業打上げ時の国家の安全と外交政策上の権益

を保護することにある。さらに、FAAには、商業的宇宙打上げ活動を奨励・促進する

任務も与えられている。 

ASTは、FAAの中で宇宙関連業務を行う唯一の部署であり、当初、運輸省（DOT）内

の商業宇宙輸送局（Office of Commercial Space Transportation：OCST）として1984年に

設置され、1995年にFAAに移管された。ASTは、軌道ロケットと低軌道観測ロケットの

商業打上げに関する認可を与えており、最初に認可が与えられたのは、1989年3月29日

に行われたスターファイア（Starfire）機の低軌道打上げであった。以後、100回以上の

打上げ認可が与えられている。 

FAAは、連邦政府以外の打上げ機の発射場、すなわち「スペースポート」の運用に

関しても認可を行っている。1996年以降、バンデンバーグ空軍基地のカリフォルニア・

スペースポート、ケープ・カナベラル空軍基地のスペースポート・フロリダ、ワロップ

ス島のバージニア宇宙飛行センター、アラスカ州コディアク島のコディアク打上げコン

プレックスという4つのスペースポートの認可を行ってきた。これらのうち、最初の打

上げは、スペースポート・フロリダで1998年1月6日に行われた、NASAの月探査機

（Lunar Prospector）を載せたロッキード・マーチン社製アテナ2（Athena 2）であった。 

さらに、ASTは、認可業務の他に、宇宙システム開発部（AST-100）、ライセンス安

全部（AST-200）、システムエンジニアリング＆研修部（AST-300）という3部門を通じ

て、宇宙産業の健全性を確保し、成長を促進するためのさまざまな活動を行っている。 
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宇宙システム開発部は、宇宙システムのエンジニアリングと、宇宙政策・市場、打上

げに関する予測を担当している。打上げと発射場運用のライセンス申請者に対して、初

期コンサルテーションを行いASTによる認可プロセスの解説を行うほか、新規の打上げ

機や発射場が環境に与える影響の評価、ASTの研究開発の管理、打上げ活動の宇宙航空

交通管理システム（Space and Air Traffic Management：SATMS）への統合などを実施し

ている。また、既存・新規衛星ごとの打上げ市場に関する長期予測を策定し、国内外に

おける宇宙開発市場と業界トレンドの把握に努めている。さらに、他の政府機関と共に

全世界の打上げ市場の取引慣行も監視し、国際的な打上げサービス提供者との自由かつ

公正な取引に関する政策ガイドラインを作成している。 

ライセンス安全部（AST-200）は、商業打上げと大気圏再突入のライセンシング、連

邦政府以外の発射場の運用に関するライセンシング、商業打上げ活動に関する保険や財

務条件の決定により、公共の衛生と安全を確保する役割を担っている。なお、ライセン

シングに当たっては、ライセンス前のコンサルテーション、方針の確認、ペイロードの

確認、安全性評価、財務的責任の明確化、環境への影響の確認などが行われる。 

システムエンジニアリング＆研修部（AST-300）は、既存および新規の打上げシステ

ムと大気圏再突入システム、発射場に関する安全基準の策定と、安全基準の遵守を確保

し確認するための方法を決定する。また、打上げおよび再突入ライセンスの申請者に対

し、法令に定められた支援と船体安全評価を実施する。さらに、ASTスタッフに対する

宇宙輸送に関するトレーニングの計画と実施、他の部署に対する専門的コンサルティン

グも行っている。 
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第２章 宇宙利用および宇宙産業に影響を与える法規制 
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第 2章 

宇宙利用および宇宙産業に 

影響を与える法規制 

 

 

第１章では、主として調達と研究開発（R&D）契約により、連邦予算により宇宙産

業を財政的に支援する施策を紹介した。第２章では、宇宙市場の性格と運営に影響を与

える法規制等について、輸出規制と商業打上げ規制を中心に解説する。 
 

A. 輸出規制 

（衛星と衛星関連部品） 

衛星とその部品を輸出または再輸出する場合、または外国の打上げ機を使用して衛星

を打上げる場合には、米国政府の許可を取得する必要がある。通信衛星の輸出と再輸出

の許可は主として国務省が行っているが、省庁間で米国軍需品リスト（U.S. Munitions 

List ：USML）の再確認が行われ、宇宙で使用可能な部品のうちいくつかは商務省の規

制品目リスト（Commerce Control List：CCL）に移管されている。商務省は衛星全体の

輸出許可を行う権限を持たないが、宇宙商業化局（Office of Space Commercialization）

が米国軍需品リストに基づく許可手続の際に、個々の申請者を擁護することで産業を支

援している。 

衛星に対する輸出規制をどの省が担当するかについては、これまでに多くの議論がな

されてきた。1992年から 1996年にかけて、ブッシュとクリントンの両政権は、商業衛

星の輸出に関する判断を国務省から商務省に移管したが、議会は中国の衛星打ち上げに

関する懸念に対応し、1999年度国防総省認可法案において 1999年 3月 15日付で国務

省に戻すことを指示した。第 107議会（2002年）で、この問題が議論されたが結論に

は至らず、第 108議会（2003年）でも引き続き議論が行われた。下院国際関係委員会

（House International Relations Committee：HIRC）から報告された下院法案 HR1950
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（2004年度国務省認可法）では、NATO加盟国と主要同盟国への輸出に関する管轄権

は大統領に委ねるものの、中国向け輸出は国務省の管轄とすると記載されていた。しか

し、下院軍事委員会が HR1950の検討を行う際にその文言を削除したため、下院通過時

点ではその文言が消えていた。議論の中心は、広範かつ強力な規制に対する宇宙産業の

懸念と安全保障問題であるが、国務省からの許可に要する期間が長いことも問題であっ

た。このため、2000年国務省認可法第 309条では、NATO加盟国と主要同盟国への輸

出許可の迅速化を国務省に求めており、2000年 7月 1日に発効した。こうした流れの

中で、国務省は 2000年 5月に、アリアン（Ariane）で打上げる衛星に関しては厳格な

技術輸出規制を適用しないとフランスに通告したと報じられている。また、ロシア、ウ

クライナ、カザフスタンへの商業通信衛星の輸出に関する議会の検討期間は当初 30日

であったが、安全支援法（P.L. 106-280）により NATO加盟国と同じ 15日に短縮され、

その後 2003年 7月 16日に下院で可決された HR1950により、再び 30日に変更された。 

産業界はこうした規制強化の流れを商業機会を奪うものと捉えており、戦略国際問題

研究所（CSIS）は、米国の衛星産業に関する最近の報告書で「1990年代前半の予算削

減により、軍事的な宇宙開発プログラムに対する産業基盤が大幅に損なわれ、1990年

代後半に行われた輸出規制の変更による販売機会の喪失を通じて商業的産業基盤は徐々

に崩壊し、完全に破壊されようとしている」と報告するとともに、「1998年の議論で

は米国の衛星技術の「独自性」（すなわち国家安全保障上のリスク）を過大に論じた」

ため、議会は米国の宇宙産業に対して過大な負荷をかけたと主張している。また、宇宙

産業アナリストの一人は、「我々が直面している最大の問題は輸出規制である。過去 2

年間、米国企業が衛星や衛星関連部品、ソフトウェア、技術を輸出することは、ますま

す困難になった。米国企業が国内で多くの困難にさらされる中、外国の競争相手はます

ます力を付けてきた」と語っている。さらに、衛星工業会（SIA）が、米国の衛星産業

が外国企業に市場シェアを奪われていることを示すデータを 2001年 5月に発表し、国

務省への移管がその原因の一つであるとして、顧客は輸出ライセンスがいつ承認される

のか不安を感じていると主張した。しかし、2001年に全世界で締結された 22件の衛星

製造契約のうち 19件を米国企業が獲得し、2002年に全世界で発注された 4基の衛星の
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うち 3基を米国企業が受注した結果、衛星工業会の指摘は根拠の乏しいものとなってい

る。 

（ミサイルとミサイル関連技術） 

ミサイルとミサイル関連技術に関しては、米国は武器輸出規制法と武器国際取引規則

(International Traffic in Arms Regulations：ITAR) に基づいて厳格な規制を行っている。

1980年代前半には、外国のミサイルプログラムに転用可能な軍民両用の設備と技術に

関しても、1979年輸出規制法と国際緊急経済権限法（International Emergency Economic 

Powers Act：IEEPA）を根拠に、厳格な輸出規制を一方的に行った。その後、各政権は、

ミサイル技術規制レジーム（Missile Technology Control Regime： MTCR）の変更や国際

政治環境の変化を反映して規制内容を更新したが、1979年輸出規制法については、期

限切れを迎えるたびに大統領権限により延長した。 

1980年代半ばに、第三世界でミサイルの開発と調達を裏付ける証拠が発見され、拡

大する大きな脅威と見なされ始めると、議会はミサイルの拡散に関心を示すようになっ

た。MTCRは条約ではなく、議会は内容にほとんど関与していなかったが、これが

1987年 4月に発効して間もなく、多くの参加国（西ドイツ、イタリア、イギリス、フ

ランス等）の企業や個人が、アルゼンチン、ブラジル、イラク、エジプト等に製品提供

や技術支援を行っていたことが明らかになった。1987年には、中国がサウジアラビア

に中距離ミサイルを輸出していたことが明らかになり、多くの議員は、MTCRに強制

力を持たせるメカニズムと、参加国の拡大、厳格な遵守が必要であると考えた。 

こうした中で、第 101議会では、ミサイル拡散防止に対する米国の立場の強化を意図

した数件の法案が提出された。MTCRのガイドラインに違反した国、企業、個人に対

する制裁を規定した法案は、議会において超党派的な支持を得た。当時のブッシュ政権

は、不当なミサイル販売を行った外国政府、企業、個人を制裁する権限は既に大統領が

持っているとし、法制定による強制的な制裁に反対した。この結果、ブッシュ大統領は、

ミサイル拡散防止プログラムを含む 1990年輸出規制法と生物化学兵器規制法に拒否権

を行使したが、ミサイル拡散防止を目的とした国防認可法には署名した。1990年ミサ

イル技術規制法は、第 101議会において成立（HR4739、1991年度国家防衛認可法、タ

イトル XVII、P.L. 101-510）し、1979年輸出規制法の第 6条(1)および第 11条 Bに定め
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られた武器輸出規制法（Arms Export Control Act：AECA）に新たな項目（チャプター

7）が付け加えられた。チャプター7では、規制対象であるミサイル技術に関して不当

な行為を行う企業および個人に制裁を課すことを大統領に要請している。すなわち、

MTCRのカテゴリーIIに定められた製品や技術を不当に譲渡した者には、ミサイル設備

と技術に関する米国政府の契約と輸出許可が 2年間与えられなくなる。カテゴリーIの

品目を不当に譲渡した者に対しては、上記に関し 2年以上の制裁がなされるほか、米国

政府のあらゆる契約と米国軍需品リストのあらゆる品目に関する輸出許可が拒否される。

また、MTCR不参加国によるミサイルの設計、開発、製造に外国人が実質的に寄与し

たと大統領が判断する場合、その外国人が製造した製品の米国への輸入は少なくとも 2

年間禁止される。（なお、大統領がこれらの制裁を行わないことは可能である。また、

MTCR参加国によるミサイル関連製品と技術の輸出入には一般的に適用されない。）

これまでに、この法案により、中国、パキスタン、南アフリカ、北朝鮮、イラン、ロシ

ア、インド、シリア、エジプトなど数ヶ国の組織に対して制裁が課されている。 
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B. 無線周波数帯(スペクトル)政策 

無線周波数帯（スペクトル）の特定用途への帯域配分と、その帯域内での周波数の割

当は通信政策の重要な要素であるが、経済、技術、規制上の様々な要因が複雑に絡み合

っていることに特徴がある。使用可能な技術に左右される貴重な資源である周波数帯は、

その有用性と効率性を最大化しつつ、利用者間の干渉を防止することを目的として、連

邦政府が管理している。すべての衛星通信は、無線周波数帯を使用する必要があり、商

業用周波数帯の割当は連邦通信委員会（Federal Communications Commission：以降 FCC

とする）が担当し、政府保有の周波数帯は商務省電気通信情報局（National 

Telecommunications and Information Administration：NTIA）が管理している。 

商用に割り当てられた周波数帯域は限られており、この分配に際して最近導入された

オークションは、市場原理に基づく有効な分配メカニズムであると考えられているほか、

周波数帯の公正な市場価値評価に基づくライセンス料の設定や、配分された帯域内の柔

軟な使用も市場原理に基づく政策とされている。議会は周波数帯を割り当てる方法とし

てのオークションの使用というアイデアに関し何年も議論した後に、一定の無線周波数

帯の分配に関してオークションを導入する権限を FCCに与えるとともに（1993年包括

予算調整法）、1997年予算均衡法と 2002年オークション改革法でオークションに関す

る条件を設定した。 

一方で、米国政府による周波数帯政策の有効性を批判する声は最近ますます高まって

おり、特に周波数帯のオークションに関する法律が 2007年に失効することもあり、差

し迫った議論を呼んでいる。議会はその時までに既存の法律を継続するか変更しなけれ

ばならない。この問題には、周波数帯の分配方法（オークションかその他の方法か）と

オークション収入の使用という２つの側面があり、いずれもが重要な関心事項となって

いる。なお、現在は、オークションによる周波数帯の売却収入は連邦予算の一般歳入に

計上されているが、第 108議会（2004年）では、周波数帯管理の観点から新たな周波

数への切り替えを行う連邦機関に生じる経費を賄うために、オークション収入の一部を

使用する信託基金の設立についても審議される予定である。 
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また、議会は、FCCと NTIAが共同で実施している周波数帯政策における両者の役割

を再検討する可能性がある。会計検査院（General Accounting Office：GAO）の 2002年

報告書では、FCCと NTIAによる周波数帯管理を批判し、国家的な周波数帯政策の策定

に関して FCCと NTIAが議会に報告書を提出することを勧告した。GAOは、米国には

無線周波数政策に対する定まった方針がなく、国内外での交渉においてマイナスの効果

が生じていると主張している。さらに、GAOは、2003年に発表した追加報告書で、議

会に対して周波数帯管理政策の改革を検討するための独立委員会の設置を勧告している。 

周波数の割り当てについては、同一の場所から同一の周波数で 2つ以上の信号を送信

した場合、干渉（信号の歪み）が発生するため、FCCはこれまで個々の周波数のユー

ザーに独占的なライセンスを与えてきた。ライセンスの付与に際しては、「比較聴聞

（comparative hearing）」を行い、その後に抽選するという方法を採用した。周波数帯

を分配するためにオークションを使用するというアイデアは、上述のように何年もの議

論を経た後に、1993年包括予算調整法（Omnibus Budget Reconciliation Act (47 U.S.C. 

927)）で通信法(Communications Act)に第 309条(j)が追加され、一定の無線通信サービス

に関してオークションを使用して周波数帯ライセンスを付与する権限が FCCに与えら

れた。主なオークション対象は、パーソナル通信サービス（Personal Communication 

Service：PCS）、携帯電話、大半の商業移動無線（Specialized Mobile Radio：SMR）と

移動衛星サービス（Mobile Satellite Services：MSS）を含む、商業移動無線サービス

（Commercial Mobile Radio Services：CMRS）と呼ばれるものである。また、相互に排

他的な（同一周波数帯で２つのライセンスを発行した場合に、相互に干渉を発生させず

には運用できない）申請が行われ、サービスが主として加入料によって運営される場合

にのみオークションを実施する権限を持つ。ただし、オークション以前に発行したライ

センスの返還を要求する権限は持っていない。 

FCCは当初、各オークションに関し別々の規則を定めたが、数年間の試行錯誤を経

た後に、一般的なオークション規則と手順を決定した。一部のオークションには特殊な

条件が要求されることがあるが、一般的には以下の規則が適用される。まず、オークシ

ョンの入札者はオークションに先立って申請書を提出し、手数料を前払いで支払う必要

がある。その後、ほぼすべてのオークションは同時複数ラウンド式の入札により行われ
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る。入札者は、すべてのライセンスに関する入札が終了するまで、複数のラウンドを連

続して入札できる。ライセンスは定期的な更新が必要であるが、落札者は FCCの規則

を遵守している限り永続的にライセンスを保持できる。 

一部のオークションに関しては、FCCは、アントレプレナー（起業家）と呼ばれる

中小企業を有利に取り扱う制度を定めている。この際のアントレプレナーは、年間売上

が 1億 2,500万ドル未満であり、かつ総資産が 5億ドル未満の企業と定義されている。

また、オークション開始当初の約 1年間、女性やマイノリティが所有する企業や農村地

域の電話会社（指定入札者と呼ばれる企業）にも優遇措置を与えていたが、政府による

アファーマティブ・アクション（少数民族優遇制度）を実行する場合には過去における

差別の存在に関する「厳格な審査」に合格しなければならないという判断を最高裁判所

が 1995年に下した後、マイノリティと女性所有企業に対する優遇措置を廃止した。な

お、オークションに参加する中小企業の一部が、実際には大企業の代理となっているこ

ともあり、多くの業界関係者が懸念を表明している。 

FCCのライセンスは、周波数帯の大きさと、サービスの対象地域に応じて発行され

る。新たな無線サービスが開発されるごとに、ライセンス一件当たりの周波数帯の大き

さと、発行ライセンス数、指定周波数帯の使用条件に関する方針（バンド・プラン）が

策定されている。ライセンスは、狭域、広域、国土全体のいずれをカバーする形でも発

行できる。対象地域を定める用語としては、概ね各大都市圏に相当する「基本取引地域

（Basic Trading Areas：BTA）」、複数の基本取引地域を組み合わせて全米を 51ヶ所の

地域に区切った「主要取引地域（Major Trading Areas：MTA）」、複数の主要取引地域

を組み合わせた「リージョン（地区）」などがある。また、経済予測に関して商務省が

使用する「大都市統計地域（Metropolitan Statistical Area：MSA）」、「地方サービス地

域（Rural Services Area：RSA）」、「経済地域（Economic Ares：EA）」、「主要経済

地域（Major Economic Ares：MEA）」も、一部の対象地域を指定する際に使用されて

いる。 

FCCは、「Cブロック」と呼ばれるパーソナル通信用に配分した周波数帯の一つに関

するオークションにより、訴訟問題に巻き込まれた。FCCは、初回の Cブロック・オ

ークション（アントレプレナーズ・オークションとも呼ばれる）において、中小企業に
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優遇措置を与えた。落札者は 10％の頭金のみを支払い、残りに関しては市場金利より

低利で十年間融資を受けられるという条件であった。1996年に行われたオークション

では 102億ドルの入札があったが、1997年の半ばには多くの落札者がデフォルト（不

履行）状態に陥った（最大の例として、ネクストウェーブ・テレコム社（NextWave 

Telecom Inc.）があげられる）。このため、FCCは 1997年 9月に、債権の回収を行う目

的で Cブロック・ライセンスのオプション権を販売したが、一部のライセンシーは破

産者としての法的状態を維持したため、再オークションは実行できなかった。その後、

連邦控訴裁判所が 1999年から 2000年にかけて示した一連の解釈に基づき、FCCは代金

が支払われていないライセンスを解除し、再オークションを実施した。この結果、デフ

ォルト状態にあったライセンスのオークションは 2001年 1月 26日に完了し、168億

6,000万ドルが国庫に計上された。しかし、2001年 7月 22日、ワシントン DC管轄の連

邦控訴裁判所は、FCCはネクストウェーブ社のライセンスを解除する権利はなかった

との判断を下したため、216件のライセンス（158億 5,000万ドル相当）は、再オーク

ションでの落札者であるベライゾン・ワイヤレス社などではなく、ネクストウェーブ社

に帰属することとなった。連邦最高裁判所は、破産法に基づく保護対象となるネクスト

ウェーブ社の権利と周波数帯を分配する FCCの権利とを比較するこの事件を審理した

が、2003年 1月 27日、控訴審の判断を支持し、ネクストウェーブ社の勝訴が確定した。 

周波数帯の正当な所有者は誰かという問題が解決されるまでに、落札者は落札した周

波数帯を使用できなかったにもかかわらず、ライセンスが使用可能になれば 10日以内

に全額を支払う義務を負っていたため、短期間に多額の現金を準備できる状態を維持す

る必要があった。落札した通信事業者は、こうした義務と将来に対する不確実性により、

財務的に深刻な緊張にさらされ、新規投資を計画する能力が減退したとしている。 
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C. 商業衛星の打上げに関する規制 

商業宇宙輸送を担当する連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）副

長官の主な任務の 1つは、商業衛星の打上げと大気圏再突入、衛星発射場の運営を認可

することであり、公共の福祉・安全の確保と財産の保護、米国の国家安全保障と外国の

権益、米国が負う国際的な義務を損ねないものであると判断された申請のみを認可する。 

FAAの商業宇宙輸送担当副長官室（Office of the Associate Administrator for Commercial 

Space Transportation：AST）は、２種類の商業宇宙輸送ライセンスを発行しており、打

上げライセンスを得た事業者は、1つの発射場から 1種類の打ち上げ機を 1回または複

数回打上げることができ、承認されたすべての打上げが完了した時点または有効期限が

終了した時点でライセンスが消滅する。一方、打上げオペレータライセンスは、1つの

発射場から、特定クラスのペイロードを輸送する同一系列の打上げ機を打上げることを

承認するものであり、発行日から 5年間有効である。 

打上げライセンスの審査にあたっては、第 1章でも説明したように、以下が必要とな

っている。 

• 申請前のコンサルテーション 

• 方針の確認 

• 安全性の確認 

• ペイロードの確認 

• 財務的責任の明確化 

• 環境面の確認。 

• 遵守状況の監視 

 

以下に、上記の各要素を簡単に説明する。 

申請前のコンサルテーション：申請者は、申請書を提出する前に FAAに相談しなけ

ればならない。これにより、申請予定者は FAAに提案内容を知らせ、FAAは申請予定

者に申請プロセスを知らせることができる。また、申請予定者は自己の提案中で他の申

請と異なる点を明確化し、申請書の提出スケジュールを確定する。 
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方針の確認：FAA は申請内容を確認し、米国の国家安全保障や外国政策の権益、米

国が負う国際的義務に影響を与えないかどうかの判断を下す。申請に関する省庁間の確

認も重要な要素であり、各政府機関が提案されたミッションを独自の観点から検討する

ことが可能になる。FAAは、国家安全保障、外交政策、国際的義務に関して発言権を

持つ国防総省、国務省、NASAなどの連邦機関と相談を行う。 

安全性の確認：安全性の確認は、申請者が安全に打上げを実行できるかどうかを判

断するために行われる。申請者は公共の安全に関する責任を負うので、打上げに関する

危険を理解していることを証明し、安全に運用できることを説明する義務がある。この

ため、申請者は質量共に多くの技術分析を行い、安全システムの信頼性と機能、ハード

ウェアに付随する危険、発射場近隣と衛星軌道までの飛行経路にある公共財産や個人が

さらされる危険等を解析する必要がある。また、打上げの安全性に関する方針と手続、

スタッフの資格、外部との連絡方法など、組織的な面についても詳細な検証が必要であ

る。一方、連邦政府が運営する衛星発射場からの打上げに関しては、申請者が規制要件

を満たしており、提案内容がその発射場の経験のある範囲内であれば、承認される。 

ペイロードの確認：FAAは、提案された申請のペイロードを確認し、必要なすべて

の許認可を取得しているかどうかを確認する。ただし、FAAは、FCCまたは商務省海

洋大気局（National Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA）の規制対象となる

ペイロードおよび連邦政府が所有・運用するペイロードの確認は行わない。 

財務的責任の明確化：商業宇宙打上げ法第 70112条は、すべてのライセンシーに対し、

ライセンスに基づいて実行される活動の結果として発生する、死亡、人身傷害、器物の

損壊または滅失に関する第三者からの請求と政府財産の損害または損失に対する最大損

失見込み（Maximum Probable Loss：MPL）を補償する能力の証明を要求している。ま

た、ライセンスに必要な責任金額を運輸省が設定することも要求しており、申請者は、

指定された金額以上の資金があることを証明するか、または指定された金額の保険に加

入することにより、この条件に適合する方法を選択できる。（最もよく使われる方法は、

保険加入である） 

環境面の確認：環境面の確認は、申請内容が自然環境に受け入れ不能な危険を及ぼ

さないことを確認するものである。ライセンスの発行は自然環境政策法（National 
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Environment Policy Act）により、連邦政府の行為と見なされるので、FAAと ASTは認

可した商業宇宙打上げが環境に及ぼす影響を慎重に検討する必要がある。申請者は、自

然環境政策法の要求条件と、40 CFRパート 1500～1508に定められた自然環境政策法の

環境保護規定に関する委員会による決定、連邦航空局令第 1050.1号 Dに定められた連

邦航空局の環境影響調査手順を遵守するために、十分な情報を提供しなければならない。 

遵守状況の監視：打上げライセンスに基づき、ライセンシーおよびライセンシーの

請負業者と下請業者は、連邦政府の職員や FAAに認められた個人による立入りを許可

し、協力しなければならない。
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D．リモートセンシング：商業衛星画像の制限を大統領が緩和 

商業衛星からの画像収集と関連ハードウェア、サービスの販売に対する連邦政府によ

る制限は、ブッシュ大統領が 2003年 5月 13日に発表した新政策に基づいて緩和された。

ブッシュ政権の高官によれば、この政策は、米国企業の活動を一切制限せず、軍および

米国政府機関が衛星画像を必要とする際に、まず初めに商業部門から調達を図ろうとす

るものであると述べている。2002年 6月に大統領が命令した米国の宇宙政策に対する

総合的見直しの一環として創設されたこの新たなガイドラインは、政府と産業界との綿

密なパートナーシップを促進する目的で策定された。衛星画像提供企業の業務は、国家

安全保障上の理由により制限（「シャッター管理」と呼ばれる）され、この政策変更後

も政府の権利は留保されているが、これは企業の国際展開により敵国も商業衛星画像を

利用できることを考慮したためとしている。「そのことを含めて、総合的な処置を行う

権利を放棄しているわけではない。しかし、事業を制限すれば悪い結果が生まれるとい

うことを政権にいる我々は皆知っている」と同高官は語っている。 

この政策には、米国のリモートセンシング技術の輸出を促進できる規定も盛り込まれ

ている。リモートセンシング関連製品およびサービスの輸出許可は、今後もケースバイ

ケースで行われるが、取締当局は、「審査に当たっては、米国が輸出先国との間に維持

している防衛政策と外交政策の幅広い関係を考慮することになる。既に入手可能な、ま

たは入手可能となりそうな製品やサービスの輸出は、好意的に取り扱われる」としてい

る。（なお、国家安全保障上のリモートセンシング技術の利用に関しては国立画像地図

局（National Imagery and Mapping Agency：NIMA）が窓口となり、軍以外の利用に関し

ては商務省、内務省、NASAが担当している。今回の政策は、関連する政府機関に、新

政策の承認後 120日以内に具体的な措置を完了するよう指示しており、関係機関による

一連の協議が行われた） 

米国の業界関係者は、リモートセンシング技術と関連製品について、政府が主要な顧

客となるという今回の政策を歓迎している。スペース・イメージング社の CEOである

ロバート・ダラル氏は、「米国政府が事実上最大限に産業界の能力を活用することで、

この重要な新技術を開発する米国企業の役割を確保するとホワイトハウスは述べている。
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リモートセンシング技術とサービスの使用を多くの連邦政府機関に指示している点でも

新政策は好ましいものである」と述べている。コロラド州ソーントンに本社を置く同社

は、イコノス（Ikonos）と呼ばれる高解像度撮像衛星を運用している。また、「この指

示により、ブッシュ大統領政権は、画像が必要な場合にはまず民間のリモートセンシン

グ企業に当たることをすべての機関に奨励することにより、技術開発全体を促進してい

る」と、クイックバード（QuickBird）と呼ばれる衛星を運用するコロラド州ロングモ

ントのデジタルグローブ（DigitalGlobe）社の会長兼 CEOであるハーバート・サタリー

氏は述べている。さらに、バージニア州ダレスのオービタル・イメージング社（Orbital 

Imaging Corp.）で全世界向けのマーケティングを担当する上級副社長であるティモシ

ー・プコリオス氏は、軍以外の機関は、コスト面で非常に有利となる大量購入できる資

金を持っていないことが問題であるとし、これらの機関による大量購入を可能とする予

算措置に対する期待を表明している。同氏によれば、軍が NIMAを通じて一括購買を

行っているように、軍以外の政府機関も一括購入できれば各社の販売戦略が立てやすく

なるとしている。 

国家安全保障委員会の防衛政策武器管理担当理事であり、新政策の起草者であるギ

ル・クリンガー氏は、この政策が政府とリモートセンシング産業との関係に「根本的な

変化」をもたらすものであるとし、「この政策はある意味で、米国の産業界に向かって

『前進して偉業を達成せよ』と働きかけるものだ」と語っている。 

一方、この新政策は米国企業による輸出に関して技術的上限を定めておらず、国際的

に入手可能な能力までという制限を課していた大統領決定指示 23号と対照的なものと

なっている。この結果、大統領決定指示 23号の下で減少してきたリモートセンシング

技術、ハードウェア、サービスの輸出は、この新政策の下では容易になる可能性が高い。

コロラド州ボールダーにあるボール・エアロスペース＆テクノロジーズ社（Ball 

Aerospace & Technologies Corp.）の商業宇宙事業部のリアム・ウェストン氏は、輸出ラ

イセンスに関する判断を下す際に、政府は他国の能力を客観的に把握する必要があると

し、「国防総省や情報局には外国の能力が米国の能力よりも劣っているという認識があ

るが、人々には選択権があり、最終的に彼らが別の国を選んだ場合に痛手をこうむるの

は我々だということを認識しなければならない」と述べている。 
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クリンガー氏は、健全な米国主導の商業リモートセンシング産業の育成という政策目

標が実現されるかどうかは、その政策が関連機関によりどのように実施されるかによる

点を認めており、有識者も同様の見解を持っている。「この骨の折れる作業はこれから

始まるところだ。新政策の発表によってそれを支援する政策が必要となることが多いが、

それこそが最も努力が要求される分野である」と、ランド社（Rand Corp）ワシントン

事務所の情報アナリストであるケビン・オコーネル氏は言う。ジョージ・ワシントン大

学宇宙政策研究所のレイ・ウィリアムソン教授も、この点に関し、「これは良い政策で

あるが、詳細部分の実施が難しい。問題は、軍以外の機関がどのように商業データを自

らの活動に組み込むかであろう」と述べている。 
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第3章 宇宙利用政策の役割、機能、責任 
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第 3章 

宇宙利用政策の役割、機能、責任 

 

 

宇宙利用政策は、広い意味では民間主体による宇宙利用に影響を与える米国の宇宙開

発活動の側面として定義され、NASAが設立された当時から米国の重要な政策の一つで

あった。1958年のアメリカ航空宇宙法（単に、宇宙法ともいう）により権限を与えら

れている NASAには、航空および宇宙科学の技術と応用において米国が世界のリーダ

ーとしての役割を果たし続けることに寄与する活動を行うことが義務付けられている。 

A. 現在の商業化政策 

1990年代半ば以降、NASAは民間企業の慣行に準拠した新しい慣行やメカニズムの

導入を開始した。簡単に言えば、NASAは民間企業のような機関になり始めた。新しい

枠組みの主なものとしては、「テクノロジー・パートナーシップ」があげられる。テク

ノロジー・パートナーシップは、学術機関、産業界、政府のそれぞれが資源の投入を約

束し、リスクと成果を共有するプログラムである。NASAの 4つの戦略事業（Strategic 

Enterprise）グループは、技術の開発と移転に関してそれぞれ独自の計画を持ち、それ

ぞれが責任を持っている。NASAによれば、「各事業グループは、最初から技術の移転

と商業化を積極的に推進する意図で設置された」ものである。 

表 3-1は、NASAが現在実施している技術の移転と商業化のプロセスを示したもので

ある。 
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表 3-1 

NASAにおける 
技術の移転と商業化のプロセス 

 
 

産業界のニーズに関して産業界から持ち込まれる情報 
 

↓                              ↓                                   ↓ 
統合技術計画の策定と実施 

地球科学 
HEDS（有人探査／宇宙開発） 

宇宙科学 
OASTT（航空学宇宙輸送技術局）

→ 
 

統合商業 
技術計画 

↓ 

↓                              ↓                                   ↓ 
可能性のある商業的アプリケーションを伴う新技術と技術革新 

↓                              ↓                                   ↓ 

技術パートナーシップ 
商業産業 

• 医学 
• 環境 
• 製造 
• エネルギー／輸送 

航空宇宙産業 
• 高性能航空機 
• 航空交通管制 
• 宇宙輸送 
• 通信 
• ロボット探査 
• リモートセンシング 
• 軌道上での処理およ
び研究開発 

その他の政府機関 
• 国防総省 
• エネルギー省 
• 国立衛星研究所 
• 商務省 
 

↓                              ↓                                   ↓ 

経済競争力 
節約 
収入 
雇用 

社会的利益 
課税範囲の強化 

出典： NASA                                                     作成：WNC（ﾜｼﾝﾄﾝ日米ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ） 
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第一ステップとして、産業界のニーズに関する情報が入手される。次に、このニーズ

と NASAの各種事業計画を組み入れた統合計画が作成され、産業界、学術機関、他の

政府機関とのパートナーシップにより、米国の産業競争力を高める新技術が選択され、

開発される。この結果、経済成長、雇用、社会的利益、税収の拡大などにつながること

となる。なお、この際に、宇宙探索という NASAの使命が触れられていないことに注

意すべきである。NASAの技術開発の主たる推進力は、産業界のニーズとなっている。 

なお、技術の商業化と技術移転に関する現在の NASAの方針を決めた 1994年の

「Agenda for Change（変革に向けての行動計画書）」には、以下の政策が示されている。 

• NASA の予算の 10～20％を民間との研究開発パートナーシップに使用すること。 
• 軍民両用、企業主導、商業技術獲得パートナーシップを含め、技術移転を可能と
するパートナーシップを追求すること。 

• 中小企業や、女性が所有する企業の参加を拡大させること。 
• 自治体、地域、州の経済開発に対する NASAの貢献を加速するため、自治体政
府との連携を確保すること。 

• 適用可能なすべての NASAの調達活動において、開発された技術の商業化を要
求すること。 

• 航空宇宙関連業種以外のパートナーとの共同研究開発を実施すること。 
 

また、これに加えて、「NASAプログラムとプロジェクト管理プロセス、要求条件文

書、(NASA Program and Project Management Processes and Requirements Document NPG 

7120.5A)」でも、NASAのすべての事業に関して、技術の商業化が優先事項であると宣

言している。NASAによれば、プロジェクトの結果として産業界にとって有用な技術が

開発されるかではなく、プロジェクトの開始時点から産業界の情報を得ることが重要で

あり、この結果として、産業界のニーズと米国経済の発展により強く適応した技術開発

が実現されるとしている。 

また、技術商業化問題に関しては、NASAの技術商業化諮問委員会が NASA長官へ

の助言を担当している。この委員会は、商業化関連技術、事業、対象分野で卓越した知

識と専門経験を持つ、産業界、学術機関、政府を代表する 20～30名の委員により構成

されており、年 4回開催されている。 
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さらに、NASAは、以下の階層的な 7項目からなる、自らの技術移転と商業化活動に

関する基準を策定している。 

1. プログラムとプロジェクトの戦略策定 

 2. 商業的潜在可能性を伴うプログラムの実施 

3. 技術開発と技術革新 

4. パートナーシップ 

5. 成功事例 

6. 雇用、収入、投資 

7. 投資収益率 

 

NASAは、段階が上から下に移るに従って、NASAの関与は減少すると考えており、

最後の 2段階は直接の管理外と考え、最初の 5段階に関する情報のみを収集している。

こうした技術移転の根幹をなすのは、情報流通であり、NASAは共同作業が可能な技術

や機会を公開するため、表 3-2に示すような媒体により情報提供に積極的に努めている。

これらの情報には重複するものもあるが、複数の参入ポイントが確保されることから、

むしろこれらの重複も資産の一つと考えられている。 
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表 3-2 技術移転と商業化に関する情報源 
 

Aerospace 
Technology 
Innovation誌 

NASA商業化技術本部が 2ヶ月に一度発行する雑誌。技術移転／商業化、航
空宇宙技術開発、商業的宇宙開発の各分野における NASAのプロジェクトと
機会に関する情報源となる。 

NASA TechFinder ウェブ上のデータベースであり、ユーザーは各種情報を検索し、追加情報の

提供を依頼できる。すべての NASAセンター（11ヶ所）から集めた情報が収
録されており、NASAセンターで変更があれば数分以内に更新される。 
 

NASA TechTracS 商業的な可能性と有用性のある NASAのすべてのプログラム、技術、成功事
例を収録した最新のデータベース。 
 

NASA科学技術情
報（STI） 

科学的、技術的、工学的な研究開発から導かれる事実、分析、結論を収集し

ており、あらゆる科学技術分野における研究または技術運用の結果として得

られる事実、理論、観察等が含まれている。換言すれば、NASAの使命を達
成する上で価値があるとされる科学的、技術的、管理的な知識を体現するデ

ータ（メディア形式を問わない）の集積である。例としては、研究レポー

ト、ジャーナル記事、数値データセット、風洞および衛星に関するデータ、

技術的ビデオ、科学的・技術的な写真、オンライン科学文献目録データベー

ス、技術的リソースの場所などが挙げられる。なお、これらは、研究室ノー

ト、予備的技術情報、学習された事項、運用情報、プロジェクトの運用に関

連した管理情報等が伴っている。 
 

NASA Tech Brief
誌 

NASAと産業界のパートナーが開発した、新規・改良製品の開発や工学的・
製造上の問題解決に応用が可能な技術革新のレポートを特色とする月刊誌。

実際に作業に当たった技術者や科学者が書くこの雑誌が取り扱う分野は、エ

レクトロニクス、物理科学、素材、コンピュータ・ソフトウェア、メカニク

ス、オートメーション、製造・加工、数学・情報科学、ライフサイエンスな

ど、多岐にわたる。取り上げた技術を詳細に説明し、質問やライセンシング

に関する連絡先を提供するテクニカル・サポート・パッケージが付録となっ

ていることが多い。また、NASAから分離独立して成功した人、NASA技術
移転リソースの特徴、ニュース短信、アプリケーション・ストーリーといっ

た記事の特集も組んでいる。定期的なコラムでは、新しい特許、工業製品、

ソフトウェア、文献が解説されている。 
 

NASA刊行物
「Spinoff」 

NASAが年に一度発行する重要な出版物であり、商業化に成功した NASAの
技術が取り上げられている。過去 30年間以上、民間部門への移転に取り組ん
だ結果として商業化された技術は、健康・医療、工業、消費者向け商品、コ

ンピュータ技術、環境などの分野における商業的な製品・サービスの開発に

役立ってきた。1976年以後、年間に 40～50件の商業的製品を取り上げてき
た Spinoffは、創刊以来発表された技術をすべて検索できるデータベースを維
持している。 
 

SBIR/STTR 
アーカイブ 

NASAが提供した全ての中小企業技術賞に関するウェブ上のデータベース。 

出典：NASA                                                                                                   作成：WNC
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技術移転と商業化を実際に進めていくため、NASAの各センターには商業技術局があ

り、地域技術移転センターや各種インキュベーター、関係部局ともに、パートナーシッ

プ可能な技術の調査、評価、マーケティング、市場分析、知的財産権管理、商業化計画、

コンサルティングなどの幅広いサービスを提供し、技術移転と商業化を推進している。

また、これに加えて、重要な商業技術ネットワークの一つとして、NASA全体の技術商

業化に関する情報と工程管理システムである NASATechTracSがあり、各センターに設

置されている。NASATechTracSは商業化の各段階を支援するものであり、NASAのプ

ロジェクトおよびプログラムマネージャーは、これを使用してプログラムの管理と評価

を行う。この NASATechTracSに加え、オンライン商業技術ネットワークが、現在の

NASA関連組織が運営する 20以上のウェブサイトに広がっている。 

こうした情報源に加え、NASAは、民間との連携を図るため、以下に示すような共同

研究や技術のライセンシングを自らの裁量で行える多くのメカニズムを持っている。 

 

①共同研究契約 

○ 宇宙法に基づく契約：払戻不能契約 

NASAと相手機関が、それぞれスタッフ、設備、専門知識、技術などを提供する

が資金移動を伴わない共同研究開発であり、契約締結機関は必要となる資金を自ら

調達する。 

○ 宇宙法に基づく契約：払戻可能契約 

研究開発を希望する公共機関または民間企業よる NASAの施設、スタッフ、設

備の使用に対する支払いが認められる契約であり、支払い条件やスケジュールは交

渉可能だが前払いが要求される。なお、NASAへの製品やサービスの供給は行われ

ない。 

○ 覚書（MOU） 

覚書は、NASAと相手機関が懸念する事項に関する方針、慣行、意図を説明する

ものである。この特徴としては、資金やリソースの移動が許可されないこと、合意

された内容が法的拘束力を持たないこと、利害関係者の裁量で署名者を決められる
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こと（一般的には NASA副長官レベル）、NASAへの製品やサービスの持ち込み

が許可されないことなどが挙げられる。 

○ 研究協力契約 

技術の研究、開発、展開を通じて革新的な新技術や新製品の商業化を支援するた

めの、NASAと民間企業の間の契約である。製品やサービスの調達に使用してはな

らないが、技術報告書やデータなどは引渡し可能である。 

○ NASA共同後援研究契約 

宇宙法に基づく共同研究開発であり、保有する技術を民間に移転する目的で、資

金、サービス、設備、情報、知的財産、施設を提供する。契約相手に対しては、提

供するサービスや資金に対して妥当な割合の現金や成果を要求する。 

○ コスト分担契約 

研究開発費用の一部を契約相手が負担する取り決めであり、NASAに直接、製品

やサービスを供給することを目的としている。 

②ライセンス契約 

○ 独占ライセンス契約 

一定の使用分野または地理的範囲内で、知的財産権を独占的に使用する権利を契

約相手に与える契約である。 

○ 非独占ライセンス契約 

  一定の使用分野または地理的範囲内で、知的財産権を使用する権利を、不特定の

多数に与える契約である。 

○ 限定的（部分的）独占ライセンス契約 

  特定の使用分野または地理的範囲内で、知的財産権を独占的に使用する権利を予

定された数の相手に与える契約であり、「使用分野ライセンス契約」とも呼ばれて

いる。 

 

知的所有権について、NASAは、契約内容に基づき、自らが権利、権益を持つ発明に

ついて特許申請し、従業員による発明は、雇用の結果として所有している。また、政府

所有の発明のライセンスに関する法律（35 U.S.C.チャプター18）と規則（37CFRパー
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ト 404）に従って、特許のライセンスを民間企業に提供することもある。NASAのライ

センスはすべて、ライセンシー候補との間で個々に交渉され、NASAの総合委員会が、

所有技術のライセンスを含めた知的財産権の管理を担当する。 

政府所有の発明に関するライセンスに関する規則（37 CFRパート 404）によれば、

ライセンスは、発明の製品化とマーケティングに対する計画を、実行能力に関する情報

と共に連邦政府機関に提出した申請者に対してのみ供与される。この計画書には、発明

を実際に商品化するために必要な資金やその他のリソースの投入時期、性質、規模に関

する情報と、使用分野、製品の製造場所、製品の販売を予定する地域に関する詳細な情

報の記載が必要となっている。（一般的に、連邦政府からライセンスを受けた製品は米

国内でのみ製造可能である）なお、発明がソフトウェアの場合は、特許と著作権の両方

が付随しているので、より複雑になることが多い。一般的には、ソフトウェアの基礎と

なる機能（ソフトウェアにより実行される処理や、ソフトウェアの指示を受ける装置な

ど）は特許で保護されており、それを実行する特定のソフトウェアコードは著作権によ

り保護されている。 

こうしたライセンス契約から得られたロイヤリティー収入は、連邦政府と、発明が行

われた地域技術移転センターと、発明者との間で分割される。政府機関自体がロイヤリ

ティーを受け取ることは法律により認められていないので、ライセンスによる収入は国

庫に直接支払うよう指定される。NASAの特許ライセンスに基づくロイヤリティーは、

発明者と NASAセンターに配分される。発明者への分配金は、以下の通りである。 

• 発明者が１名である場合、発明者は最初の 5,000ドルと、その後に入金されるロ

イヤリティーの 25％を受け取る。 

• 発明者が 2～4名である場合、各発明者は最初の 5,000ドルを各自が受け取るま

での分を均等に分配し、その後、最初の 25,000ドルまでは 25％を、25,000ドル

を受け取った後は 30％を均等に分配する。 

• 発明者が 5名以上である場合、各発明者は最初の 25,000ドルまでを均等に分配

し、25,000ドルを受け取った後は 30％を均等に分配する。 
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発明者への配分が行われた後、ロイヤリティーの残りの部分は発明のなされた NASA

センターに配分されるが、興味深いのは、発明を行った NASAセンターにロイヤリテ

ィー収入を還元し、センターの目標に沿った追加の研究開発に使用することが可能であ

る点である。以下に、センターで使用可能な項目を示す。 

• 知的財産権の管理とライセンシングに付随する経費（特許申請書類の作成、訴追、

管理料、発明に関連する諸経費など）の支払 

• NASAおよび NASAセンターが持つ目標に沿った研究開発 

• NASAおよび NASAセンターが持つ目標に沿った従業員の教育と NASAセンタ

ーにおける技術商業化促進活動 

• NASAセンター間の科学的交流の促進 
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B. NASA商業技術ネットワーク（NCTN） 

NASA商業技術ネットワーク（NASA Commercial Technology Network： NCTN）は、

NASA技術の商業化に関して非常に重要であり、NASAの技術移転と商業化を支援する

ためにのみ存在している。このネットワークは、各事業グループによる技術商業化活動

に利用され、以下の各組織からなっている。 

• NASA商業技術管理チーム（NASA Commercial Technology Management Team：

NCTMT） 

• 地域技術移転センター（Regional Technology Transfer Center：RTTC） 

• NASA各 センター内の商業技術部 

• 国家技術移転センター（National Technology Transfer Center：NTTC） 

• 商業技術インキュベータ 

• NASA TechTracSおよび NCTMT管理者イントラネット 

 

NCTNの本部は、ウェストバージニア州ホイーリングにあり、このほか、全米 6ヶ所

の連邦研究コンソーシアム地域に各施設が展開されている。各地域に 1つある地域技術

移転センター（Regional Technology Transfer Center ： RTTC）が技術的コンサルテーシ

ョンを実施しており、該当分野の他の専門家を紹介する技術移転専門スタッフが勤務し

ている。RTTCは、1992年の運営開始以降、州や自治体レベルで 70を超える組織との

ネットワークを構築し、それらの組織に企業を支援させている。RTTCは、全般にコン

サルティング企業やベンチャーキャピタル企業と同様のサービスを提供しており、技術

調査、市場分析、製品試験、プロトタイプ作成、ロイヤリティーおよびライセンシング

関連のサービスなどの技術移転と商業化に関する支援を、毎年、数千人の顧客を対象に

実施している。 

一部のセンターは、特定の技術や市場に狙いを絞った特色のある専門組織を持ってい

るが、こうした組織を例外として、RTTC は特定の技術を重視することはない。むしろ、

技術や市場を定めずに、企業が必要とするリソースの提供を試みている。 
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なお、センター内で提供されるサービスに加えて、RTTCは、地域のビジネスインキ

ュベータ等、技術商業化支援を行う関連組織のネットワークも運営している。 

なお、図 3-1に NASAの地域技術移転センター（RTTC）とフィールドセンターの位

置を示す。 

 
図 3-1 NASAの技術商業化ネットワーク 

極東地域

大陸中部 
地域 

中西部 
地域 

北東部 
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南東部 
地域 

出典：NASA 

NTCN本部 
（ウェストバー

ジニア州ホイー

リング） 

△ NASAフィールドセンター 
□ 地域技術移転センター 
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NCTN全体の運用に関する指示は、NASAの各事業グループとセンターの商業技術部

の代表者によって構成される NASA商業技術管理チーム（NCTMT）によってなされて

いる。 

また、国家技術移転センター（National Technology Transfer Center： NTTC）は、産業

界と NASAや連邦政府の技術リソースを結び付けることを目的として、1991年にウェ

ストバージニア州ホイーリングにあるホイーリング・イエズス大学で運営が開始された。 

NTTCのウェブサイトには、NASAや連邦政府研究機関の総合案内と、商業化に使用

可能な技術のほか、中小企業技術革新研究開発（SBIR）プログラム、中小企業技術移

転（STTR）プログラム、高度技術計画プログラム（ATP）などに関する情報も掲載さ

れている。さらに、技術移転と技術管理に関するトレーニングを重視しており、国家産

業公開講座や、NASA航空局、米国海軍研究局、環境保護庁との共同プロジェクトなど

を実施している。 

NASAの商業技術インキュベータは、NASAが開発した技術の起業段階における商業

化に必要な幅広い支援を中小企業に提供している。主な支援内容は以下のとおりである。 

• 基礎研究、製品開発、エンジニアリング用および生産用プロトタイプの製作、
製品の試験・分析と、先進技術へのアクセス支援 

• 事業計画の策定支援 
• 市場の調査・分析支援 
• 初期段階における製造ラインの確立支援 
• 製品流通および販売業務の確立支援 
• ビジネスコンサルティング、法務、会計、税務、保険、その他の財務関連支
援（個人投資家やベンチャーキャピタリストとのネットワーキングおよび短

期金融市場や資本市場の担当部局とのネットワーキングを含む） 
• 起業時に必要となる設備・施設の無料または低料金での賃貸 
• トレーニング、事業計画の策定、ベンチャー分析、経営および組織関連技術、
コンピュータ技能、財務会計、法令の遵守等に対する支援 

• 事業に関連する大学の専門知識への無料または低料金でのアクセス 
 

商業技術インキュベータは、さまざまな場所に設置されており、フロリダ州ジャクソ

ンビルのリバティー・ビジネスパーク内のインキュベータや、アラバマ州ハンツビルの

BizTechセンターなどのように民間の工業団地内にあるものもある。カリフォルニア州

ポモナにあるカリフォルニア州立工業大学では、ジェット推進研究所で開発した技術を
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企業活用させるためのインキュベータを運営している。その他の多くのインキュベータ

は、オハイオ州クリーブランドにあるルイス・フィールドセンター内のインキュベータ

のように、NASAのフィールドセンター内にある。 

NASAの商業技術プログラムは、NASAの資金による研究および技術の米国企業によ

る利用および商業化を補助する目的で米国全土に作られた多くの組織を後援している。

これらの組織は、NASAフィールドセンター10ヶ所に配置された商業技術局と綿密に

連携し、技術移転および商業化に関するサービスと援助を幅広く提供している。 

各センターは、およそ同じ能力、プログラム、および方針により運営されている。セ

ンター同士および技術開発と商業化に従事する連邦政府組織とのネットワーキングに加

えて、各センターは現地の地域的な経済組織との連絡も保っている。資金は NASA、企

業、学術機関、ベンチャーキャピタル業界、および現地の地域的な経済開発組織から集

められる。各センターは実績を詳細に説明するニュースレターを発行している。 
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C. 宇宙法による契約 

NASAがパートナーシップを形成する方法として最も頻繁に使用するのは、宇宙法に

よる契約の締結である。NASAは、こうした契約により、他の政府機関と同様に、民間

企業や財団、大学、その他の非政府組織とパートナーシップを組むことができるが、

NASAへの製品やサービスの供給は行われない。 

この契約は、払戻の内容によって以下のように分類されている。 

全額払戻可能契約（Fully Reimbursable）： 

 

パートナーが、NASAの専門経験や知識から得られる利益すべてに対して対価を支払

う契約 

• パートナーは、研究開発を進めるために、希望する時に NASAの施設、スタッ
フ、設備を使用できる。 

• NASAへの対価は、作業開始前に支払われなければならない。 

• パートナーが行った発明の権利はパートナーに帰属し続ける。ただし、政府によ
る使用に関してのみ、ロイヤリティーを伴わないライセンスが NASAに供与さ
れる。 

• NASAが行った発明は NASAに帰属し続けるが、ロイヤリティーを伴わないラ
イセンスをパートナーに供与するためのあらゆる試みが行われる。 

• 契約に基づいて NASAが作成した情報のうち、パートナーが作成した場合には
専有情報または企業秘密になるものは、最長で 5年間保護される。 

 

一部払戻可能契約（Partially Reimbursable）： 

 

NASAから受ける利益に対し、パートナーから部分的な対価の回収しか必要でないと

NASAが判断する場合の契約 

 

払戻不能契約（Nonreimbursable）： 
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NASAが受ける利益が非常に大きく、パートナーから対価の回収がまったく必要でな

い場合の契約 

• 共通の関心があるプロジェクトに対し、NASAとパートナーがスタッフ、使用す
る施設、設備、技術を拠出する共同作業である。 

• NASAとパートナーとの間で資金の移動は行われない。 

• パートナーが行った発明の権利はパートナーに帰属し続ける。ただし、政府によ
る使用に関してのみ、ロイヤリティーを伴わないライセンスが NASAに供与さ
れる。 

• NASAが行った発明は NASAに帰属し続けるが、ロイヤリティーを伴わないラ
イセンスをパートナーに供与するためのあらゆる試みが行われる。 

 

なお、表 3-3に、NASAの技術移転に関する主要な論点を示す。
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表 3-3 

NASA の技術移転に関する主要な論点 

宇宙法による契約 
 

宇宙法契約と共同研究開発契約とは、

どの点が異なるか？ 
これらは基本的に同じ契約である。1958年のアメリカ
航空宇宙法に基づき、NASAは産業界と協力して作業
を行う権限を持っている。技術革新法により、同様の

規定がなかったその他の政府系研究機関にも共同研究

開発契約（CRADA）を使用する権限が与えられた。宇
宙法に基づく権限の方が技術革新法に基づく権限より

も柔軟に運用できるので、NASAは宇宙法契約の使用
を続けている。  

宇宙法契約に基づくコストやリソース

の共有は可能か？ 
可能である。一定の場合に、NASAはリソースを共有
する可能性がある。NASAまたはセンターが、すべて
のリソースの交渉を行う。 

宇宙法契約に基づく特許権を取得する

のは誰か？  
発明者の全員が会社の従業員である場合、会社が特許

権を取得する。NASAが特許権を取得するのは、発明
者が NASAの従業員である場合だけである。会社の従
業員と NASAの従業員の両方が発明者である場合は、
特許の共同所有が発生する。いかなる場合でも、特許

権の扱いは宇宙法契約に規定され、該当する法律に従

って交渉される。  
 
 

特許のライセンス 
 

NASAは特定の技術に関する独占権を
与えることができるか？ 

技術の独占権は、興味を示している会社の数と、会社

のライセンス申請に応じて与えられることがある。そ

の会社の商業化計画と、商業化作業をうまく実行する

能力の証明も、考慮される要素である。 
私の会社が商業化を希望する技術に、

別の会社も興味を示した場合はどうな

るか？ 

ライセンス契約には、非独占、独占、特定使用分野ま

たは特定地域での独占や、これらの組み合わせなど、

いろいろな形態がある。興味のある会社には、その特

定技術に関する商業化計画書の提出が要求される。こ

の計画書を使用して、その技術の商業化が最も確実に

成功するライセンスの取り決めが行われる。 
特許のライセンス取得手続にはどの程

度の期間がかかるか？また、前払金は

どの程度必要か？ 

手続には、ライセンス申請書と商業化計画書の受領後

3～4ヶ月がかかる。これには独占ライセンスの場合に
強制される 2ヶ月の待機期間が含まれる。その期間
中、一般の人々はライセンスに対する異議を書面で届

け出ることができる。前払金は原則として技術の価値

に応じた金額となるが、交渉可能である。  
ライセンス契約において、NASAは何
パーセントのロイヤリティーを要求す

るか？ 

ライセンス契約において支払われるロイヤリティーの

パーセンテージは交渉可能であり、発行されるライセ

ンスの種類（すなわち独占か非独占か）およびその他

の多くの要素によって異なる。 
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また、パートナーが契約に基づいて NASAに提出する専有情報は、契約の対象とな

る活動を行うためにのみ使用され、NASAが開発した商業的価値のある情報は、開発後

最長で 5年まで保護されることがある。 

 以下では、個別の契約形態について解説する。 

1. 共同スポンサー研究契約 

 

共同スポンサー研究契約（JSR）は、業界全体に応用できる商業的価値のある技術を

対象とした NASAと民間部門との研究開発パートナーシップの専用のプログラムであ

り、技術開発を加速することで米国の技術的優位性を維持し、経済成長と雇用創出を目

標としている。 

 

2. 共同研究契約 

 

NASAと民間組織、教育組織、非営利組織（NPO）との間の共同研究契約は、研究開

発を刺激し、新技術と新製品を商業化に結び付けるために行われており、軍民両用の用

途を持つ可能性のあるハイリスクな技術に対する資金負担、研究開発を共同で実施する。 

産業界のパートナーに対しては、原則として少なくとも 50 パーセントを目標として、

資金または現物の出資が要求される。分担方法や支払スケジュールなどの財務的な取り

決めは交渉で決定され、法律の制限内で両当事者が合意するいかなる形の枠組みも可能

である。 

発明に対する権利は、法律により定められており、原則として、中小企業、教育組織、

非営利組織が行った発明の権利は発明当事者に帰属する。大企業が行った発明の権利は

米国政府に帰属するが、自社に対して発明の権利を主張しないよう政府に要求すること

ができる。政府は、契約に基づいて行われたすべての発明に関し、ライセンスなどの一

定の権利を留保するが、データに関する権利は交渉可能となっている。原則として、産

業界のパートナーが作成したデータは、政府による限定的なライセンス権に従うことを

条件として最長 5年まで保護され、NASAが作成したデータも、一定の状況下で最長 5

年まで保護される。 
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すべての協力契約は、NASA調達局により管理され、協力契約に基づいて引き渡され

る品目はないが、当事者には定期的な実績報告書の提出が義務付けられる。 

 

3. ライセンシング 

 

NASAは、技術商業化の一環として、連邦資金により行われた研究開発の結果である

発明、意匠、手法に関する特許を取得することにより、自己の所有する発明に対する権

利を積極的に保護している。原則として自らが権利、権益を持つ発明に関してのみ特許

申請する。NASAは、従業員による発明を雇用の結果として所有するほか、契約、助成

活動、共同契約に基づいて行われた発明も所有するか、所有権を取得することがある。

特許による保護を受けた後、当該発明を実施した各 NASAセンターがライセンシング

を開始し、すべてのライセンスに関し、ライセンシー候補との間で個別交渉が行われる。 

ライセンスは独占、部分的独占、または非独占ベースで供与できる。連邦政府が所有

する発明の独占または部分的独占の国内ライセンスは、発明内容と予定されるライセン

スが連邦官報に掲載され、書面での異議を届け出る機会が与えられた後に、供与が可能

となる。連邦政府が所有する発明の非独占ライセンスを供与する場合は、使用可能であ

ることも予定されるライセンスの発表も必要とされない。 

米国内で連邦政府が所有する発明を使用または販売する権利を与えるライセンスは通

常、ライセンシーが発明を使用して生産する製品を米国内で製造する場合にのみ供与さ

れる。ライセンスには、連邦政府と公共の保護に関して連邦機関が妥当と判断する諸条

件が規定され、以下にこの条件の一部を示す。 

• ライセンス期間は、契約時に規定される。 

• ライセンスの供与は、使用分野または地理的範囲、あるいはその両方によ
り制限されることがある。 

• ライセンスは、ライセンシーの子会社等に適用されることがあるが、ライ
センシーの事業の継承者を除き、連邦機関による承認がなければライセン

スの譲渡はできない。 
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• ライセンス契約において、連邦機関の承認を受けることを条件として、ラ
イセンシーにサブライセンスの発行が許可されることがある。サブライセ

ンスには、政府が留保する権利を含めてライセンスの条件が適用される。 

• 発明の開発またはマーケティング計画、あるいはその両方の計画を実行し
て発明を実用的な製品にすることをライセンシーがライセンス契約に規定

された期間内に実現すること、そして発明の恩恵を一般の人々が妥当に利

用できる状態を保ち続けることが要求される。 

• 法律に規定される条件の下で、連邦機関がライセンスの全部または一部を
解除する権利がライセンス契約に規定される。 

• ライセンスは、ロイヤリティーを伴わないもの、ロイヤリティーを伴うも
の、またはその他の対価を伴うもののうち、いずれであってもよい。 

 

ロイヤリティーは、ライセンス契約時にライセンシーが支払うライセンス料、ロイヤ

リティー対象製品の売上高に対する割合、毎年のロイヤリティー支払いのいずれでも構

わない。ライセンス契約後、契約書は NASA本部の副総合委員会（知的財産担当）に

送られ、NASAの総合委員会による確認と署名が行われる。 
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D. NASAと民間企業の連携例：スペースシャトル 

NASAは、他の方法による産業界との連携も重視してきた。以下はスペースシャトル

の開発に関するものであるが、主要なプログラムに対する NASAと宇宙産業との間の

関係の一端を示すものとなっている。なお、以下は「未知の探求（Exploring the 

Unknown）」シリーズ（第 IV巻）中の Ray Williamson著「スペースシャトルの開発

（Developing the Space Shuttle）」からの抜粋である。 

NASAがスペースシャトルの開発を開始した際には、ケネディー大統領が 1961年に
行った「我々は、月に行くべきである」という演説のように、それを決定づける行動や

判断があったわけではなかった。むしろ、このプログラムは NASAがサターン Vの作
業を完了させると同時にアポロを打ち上げて宇宙飛行士を月まで往復させる間に段階的

に持ち上がってきたものである。このため、1972年にニクソン大統領がスペースシャ
トル開発を進める判断を下した時点までに、設計上の要所はほとんど確定していた。 

空軍と NASAが「DOD-NASA航空宇宙調整委員会」の下部組織として「再利用型打
上機（RLV）技術に関する臨時サブパネル」を設置したのは、サターン Vが打ち上げ
られる 2年以上も前の 1965年 8月 24日であった。このパネルの目的は、再利用型打上
機の開発に必要な技術を把握することであった。1966年の報告書には、コストと技術
に関する多くの問題解決が必要であるが、地球軌道における人類の活動には明るい未来

が予測されると結論付けられた。このパネルでは、NASAと DODの双方が満足する共
通コンセプトを発見できなかったため、再使用可能な宇宙船に関する各種アイデアを報

告した。全体の再使用が可能な宇宙船よりも部分的再使用が可能な宇宙船の方がはるか

に安いコストで開発できると予測していたが、NASAと空軍の技術者たちは、設計と開
発上の問題が解決されれば、全体の再使用が可能な方が運用コスト面ではるかに安くな

ると信じ、全体再使用が可能な打上げシステムを重点とする研究を数年間継続した。設

計者の一部は、再利用型ブースターと極低温推進式宇宙船を採用する全体の再使用が可

能な設計を指向し、他の設計者は、タイタンⅢのように使い捨て型打上機に小型の宇宙

船（lifting body）を搭載する方が成功する確率が高いとしていた。また、これらの中間
に位置する設計コンセプトもあった。 

1966 年になり NASA がアポロ後の有人宇宙飛行プログラムに関して検討を始めると、
軌道上の宇宙研究室、すなわち宇宙ステーションの開発を進めることが NASAの最重
点目標となった。このような軌道上基地へ乗組員や資材を頻繁に運搬するためには、コ

ストを大幅に削減する必要がある。そこで、地球から軌道までの往復輸送システムとし

てのスペースシャトルが注目され、アポロ後の宇宙開発がどのようなものであれ、この

ような宇宙船は欠かすことのできないという考え方が、NASAの有人宇宙飛行担当副長
官であったジョージ・ミューラー氏により 1968年 8月に発表された。 
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アポロ後の宇宙開発プログラムが勢いを得た 1968年 12月に、NASAは、宇宙輸送を
検討するスペースシャトル・タスクグループを結成し、開発を希望する宇宙船に関する

基本ミッションと特徴を決定した。スペースシャトル・タスクグループは、有人衛星セ

ンターとマーシャル宇宙飛行センターを通じて、「打上げと再突入統合機（Integral 
Launch and Reentry Vehicle： ILRV）システム」と名付けた提案要求書（Request  For 
Proposals：RFP）を 1969年半ばに作成した。この中には、「ペイロードの性能最適化
よりも経済性と安全性を重視する」との指摘があり、この報告書に基づいて行われた 8
ヶ月の研究成果が、スペースシャトル・フェーズ Aとなった。なお、打上げと再突入
統合機の研究契約を受注した宇宙関連企業は、ゼネラル・ダイナミクス社、ロッキード

社、マクドネル・ダグラス社、ノースアメリカン・ロックウェル社の 4社であった。 

なお、このスペースシャトル・タスクグループによる 1969 年の最終報告書によれば、
ILRVが備えるべき能力は以下の通りであった。 

• 宇宙ステーションへの物資搬送支援 

• 衛星の軌道往還 

• 推進用ステージ機とペイロードの打上げと配送 

• 軌道上での推薬補充 

• 衛星のサービスとメンテナンス 

• 短期間の有人宇宙ミッション 

同報告書では、使い捨て式ブースターで再利用型宇宙船を打ち上げるクラスⅠ、1.5
ステージ機を使用するクラスⅡ、2ステージ機を使用してブースターと宇宙船の両方を
再利用するクラスⅢという 3種類の宇宙船が検討されていた。 

1969年 2月 13日、ニクソン大統領は、非軍事用宇宙開発プログラムの全体に関する
活動方針の勧告を得るため、研究会による報告を求め、アグニュー副大統領を議長とす

る宇宙タスクグループ（STG）が、1969年 9月 15日に報告書を提出した。この際、以
下を可能とする再利用型打上機が推薦された。 

• コストと運用能力の面で、現在の運用方法を大幅に改良すること。 

• 乗組員、備品、ロケット燃料、その他の衛星、設備、追加のロケットステージ

を、航空機と同様に低地球軌道まで往復輸送すること。 
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また、再利用型宇宙輸送システムは以下の要素を備えるべきとされた。 

• 地球軌道と低地球軌道の間を航空機タイプのモードで運行する、化学燃料推進

式の再利用型シャトル 

• 異なった地球軌道間での人間と設備の移動と月軌道基地と月面との間の乗り換

えに使用される化学燃料式宇宙輸送機と宇宙船 

• 地球軌道と月軌道との間と低地球軌道と静止軌道との間における人間、衛星、

備品の輸送、並びにその他の深宇宙活動に使用される、再利用型な核ステージ 

これらのうち、現在までのところ、スペースシャトルだけが製造されている。 

NASAと産業界の技術者の多くは、全部の再使用が可能なシャトルタイプのクラスⅢ
機を好んだ。その理由は、特に打ち上げが頻繁に行われる場合に運用コストが最も安く

なると思われたからである。このような宇宙船は技術的難易度が高く、開発リスクとコ

ストが高くなることをクラスⅢ支持者も認めたが、技術的な問題が克服されれば問題な

いと考えていた。例えば、ノースアメリカン・ロックウェル社（後のロックウェル・イ

ンターナショナル）は、大型のブースターと宇宙船を使用して必要量の液体酸素と液体

水素燃料を運搬するクラスⅢ機の設計を提案した。一方、NASAの設計主任であった有
人衛星センターのマキシム・ファゲット氏は、比較的小型の宇宙船を大型の回収可能ブ

ースターに載せる 2ステージのコンセプトを提唱した。いずれの宇宙船も動力付きで、
まっすぐに伸びた翼が付いていた。しかし、ファゲット氏の宇宙船の最大積載重量は小

さく、航続可能距離もわずかでしかなかった。 

NASAは 1970年 6月に、シャトルのフェーズ B設計研究契約をマクドネル・ダグラ
ス社とノースアメリカン・ロックウェル社と締結した。これらの研究は、ファゲット式

の 2ステージ全体再利用型コンセプトを基本的に使用したものであった。一方、この研
究の結果、2ステージのコンセプトに過度に経費がかかるか、技術的に困難であること
が判明した場合に備え、使い捨て式のコンポーネントを一部使用したシステムに関する

追加の研究契約をロッキード社とグラマン‐ボーイング社と締結した。 

1971年 1月には、NASA関係者の多くが外部推進タンクと三角翼の宇宙船を採用し
た部分的再使用可能な機体設計が、開発コストと技術リスクを勘案した最良の選択であ

ろうと考えていたが、NASAの技術者はファゲット氏のコンセプトの検討を 1971年末
近くまで続けた。 

空軍は、この宇宙船のまっすぐに伸びた翼には、大気圏再突入時に熱的および空力学

的に極めて大きな負荷が掛かるとして、ファゲット氏の設計に対して批判的であった。
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空軍飛行動力学研究所は、三角翼にした方が宇宙船の安全性が高まり、航続可能距離も

長くなると強く主張した。 

また、宇宙ステーションへの物資供給も、シャトル開発の主な根拠の一つであったが、

NASAはニクソン政権と議会が宇宙ステーションとスペースシャトルを同時に開発する
ことを支持することはないと考えていた。このため、NASAは全体再利用型の 2ステー
ジ式シャトルの開発に関するホワイトハウスの承認を取得することに注力したが、1971
年 5月には、こうした予算は認められないとの判断がなされた。NASAは 2ステージ式
シャトルの建造に少なくとも 100～120億ドルが必要であると見積もったが、1971年度
の予算は 32億ドルであり、将来予算が増えるという希望もほとんどなかった。 

この 2つの要因、航続距離とペイロード容量の拡大を空軍が希望したこと、NASAの
将来の予算に対する期待が低下したことにより、NASAはファゲット氏のコンセプトを
諦め、部分的に再使用が可能な機体の検討を真剣に開始することを余儀なくされ、その

結果としてたどり着いたのがスペースシャトルの設計であった。 

一方、技術的問題からも再使用可能なブースターを放棄せざるを得ないことも判明し

た。設計が進むにつれ、これを実現するためには宇宙船の切り離し速度（すなわちブー

スターが宇宙船を放出する時の速度）を 12,000～14,000フィート／秒にする必要があっ
たが、このためには、巨大な燃料タンクを積んだ極めて大型のブースターが必要である。

このような速度で大気圏を通過して戻ってくると、ブースターには高い熱負荷がかかる

が、当時の技術水準では、このようなブースターを建造することは不可能であると判断

された。 

なお、シャトルに関する最終的な設計では、以下の 5つの特性が重視された。 

• ペイロード・ベイ（観測機器室）の積載重量と大きさ 

•操縦可能な航続距離 

• 推進システム 

• 着水方法を滑空式と動力補助式のどちらにするか 

• 構造材 

NASAが予算獲得するためには空軍の支援が必要であったが、空軍は、最初の 2項目
を最大の関心事としていたため、この 2項目に重点をおいた設計がなされることとなっ
た。 
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シャトルの設計は未だ評価段階にあったが、既存の F-1や J-2のエンジンでは、大幅
な設計変更なしにはシャトルの安全性と重量に関する要求に適合しないことが判明した。

このため、これらのエンジンよりも大きな比推力を持つエンジンを使用し、宇宙船に必

要なエンジン数を 4基から 3基に減らすこととし、後にスペースシャトルのメインエン
ジン（Space Shuttle Main Engine：SSME）として知られる段階燃焼設計のエンジン開発
契約を 1971年 7月にロケットダイン（Rocketdyne）社と締結した。 

1970年から 1971年にかけて、NASAはさまざまなペイロード・ベイの大きさとペイ
ロード全体の容量の検討を行ったが、ペイロード・ベイのサイズは 15×60フィートが
好ましいとされた。この大型サイズのペイロード・ベイが選択された理由の一つは、シ

ャトルをトラックのように日常的に使用して大型のペイロードを軌道上に持ち込みたい

という要望が強まっていたためである。国家安全保障用の機器を運べる大型貨物用ベイ

には、空軍も関心を持った。さらに、ベイを大型にすると打上げ時に宇宙船のバランス

が取りやすくなり、小さいペイロード・ベイよりもリスクが低くなると判断された。行

政予算管理局（OMB）は 1971年の秋に、より小さいペイロード・ベイを持つ小型シャ
トルの長所と短所を検証することを NASAに要請したが、小型の宇宙船を開発しても
シャトルの全体重量には小さな影響しかなく、開発コストの大きく削減されないとする

分析を NASAは提示した。 

1971年末までに、NASAと業界の設計者は、ブースターロケットの側面に配置され
た液体酸素と液体水素の外部タンクの上に三角翼の宇宙船を載せ、それを垂直に打ち上

げるのが、最もコスト効果の高い設計であると認識し始めていた。打上げ用の燃料と酸

化剤をすべて外部タンクに詰めることにより、宇宙船のサイズを小型化できる上に、推

進タンクの設計と組立が単純となり、コストも安くなる。この設計により、2ステージ
式の全体が再利用型のシャトルシステムに比べて総船体慣性重量を何分の一にも減らし、

より大きなペイロードを運べるシャトルができあがった。 

1971年末にかけて、行政予算管理局はシャトルの開発コスト削減を求め続けた。
NASAのフレッチャー長官は、行政予算管理局のワインバーガー副長官に 1971年 12月
29日に書簡を送ったが、その内容は 15×60フィートのペイロード・ベイを伴うシャト
ルが最良であるとする最新の分析結果であった。しかし、行政予算管理局からの圧力に

譲歩した NASAは、より小さなベイを伴う設計を承認するようニクソン大統領に進言
したが、5日後の 1972年 1月 3日に、ニクソン大統領は大型のペイロード・ベイを伴
うスペースシャトルの開発を NASAが進めることを承認した。NASAが希望する通り
のシャトルプログラム推進を承認する判断が下された背景には、多くの要因があった。

大統領選が行われる 1972年に大型の航空宇宙プログラムを立ち上げ、主要な票田であ
る州の雇用に大きな影響を与えることをニクソン氏と政治顧問が希望していたことも、

その一つの要因であった。ニクソン氏がフレッチャー長官および NASA副長官のジョ
ージ・M・ロウ氏と 1972年 1月 5日に会った後、ホワイトハウスは大統領がスペース
シャトル計画を承認した旨を発表した。 
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その後も、シャトルのストラップオン（外部取り付け式）ブースターに固体燃料と液

体燃料のどちらを使うかなど、いくつかの問題が残されていた。例えば、運用コスト削

減のため、NASAはブースターを再利用型とし、約 40キロメートルの高度でシャトル
を切り離した後、ブースターは大きなパラシュートを開いて海洋に落下し、打ち上げ後

間もなく海上で回収することとしていた。この際のブースターロケットとして、安全性、

修復容易性、コストの観点から、大型固体燃料ブースター、液体加圧式ブースター、液

体ポンプ式ブースターの 3種類が検討された。 

液体エンジンの支持者は、NASAと空軍が液体エンジンに関して幅広い経験を持って
いることと、液体の方がより安全であると主張した。打上げ前のスタートアップ段階で

システムの不具合が発見された場合、液体エンジンは直ちにシャットダウンが可能であ

り、打上げを安全に中止できるという利点があった。打上げ後にエンジンが故障した場

合もシャットダウンを行い、ブースターと外部タンクを切り離した後にシャトルは他の

飛行場に向かうことができる。これとは対照的に、固体ロケットブースターは一度点火

するとシャットダウンが基本的に不可能であった。さらに、NASAが検討していたサイ
ズ（直径 156インチ）の固体ロケットエンジンに関し、過去に使用された実績がなかっ
た。1960年代の大型ブースターの設計を支持する者は、全体の構造を単純化できる加
圧式設計がコスト削減と安全性の両方に貢献すると考えていた。固体ロケットエンジン

の支持者は、固体の方が軽量となり、液体よりも設計が単純で、信頼性が増すと主張し

た。また、海水による腐食作用を受けた液体ロケットエンジンを修復する NASAの能
力にも懸念があった。1972年の 3月までに、コスト面で大型の固体ロケットエンジン
が有利となると、固体エンジンに十分な信頼性があり、有人宇宙飛行の際にも取扱が容

易であると判断し、NASAは固体ロケットエンジンの開発を進めることを決定した。 

シャトル用宇宙船に関する主請負業者は、未だ決定されていなかった。グラマン、ロ

ッキード、マクドネル・ダグラス、ノースアメリカン・ロックウェルの各社は、マーシ

ャル宇宙飛行センターの設計に基づき設計案を提出した。NASAと空軍の外注評価委員
会は、以下の観点から、ノースアメリカン・ロックウェル社に最高点を付けた。 

• 製造、試験、飛行試験サポート 

• システムのエンジニアリングと一体化 

• サブシステム・エンジニアリング 

• 地上業務の維持可能性 

• 主要スタッフと組織が持つ経験 

• 経営陣のアプローチと技術 
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• 調達におけるアプローチと技術 

1972年 7月 26日、NASAのフレッチャー長官は、ロウ副長官および組織管理担当副
長官のマッカーディー氏と共に、シャトルの請負業者に関する最終判断を下す打ち合わ

せを行った。選択の対象は基本的に、外注評価委員会で最高点が与えられたノースアメ

リカン・ロックウェルとグラマンの 2社に絞られていた。長い話し合いの結果、3人は
委員会の進言に従うこととし、1972年 8月、ノースアメリカン・ロックウェル社がシ
ャトル用宇宙船の設計開発契約を受注した。その後、モートン・チオコール（Morton 
Thiokol）社が固体ロケットブースターの製造会社として選択され、外部タンクの開発
会社としては、マーチン・マリエッタ（Martin Marietta）社が選ばれた。宇宙船の開発
全般を監督する責任は、有人衛星センターが承継した。マーシャル宇宙飛行センターは

固体ロケットブースター、スペースシャトル・メインエンジン、外部タンクの開発と製

造を監督し、ケネディー宇宙センターはシャトルの組立、点検、打上げ方法を担当する

こととなった。 

開発契約が締結された後でも、どれが最良の設計であるかの判断は、設計チーム間の

綿密な協力を必要とする重要な課題として残った。リフトオフ中および大気圏を通過す

る短い経路中において、シャトルの主要コンポーネントの形状と配置が飛行の成功を左

右する。翼の形状や固体ロケットブースターの直径と長さ、外部タンクの直径など、1
つの要素を変更すれば、他のコンポーネントの性能も変更しなければならない。従って、

システム構成および各コンポーネントの精密な形状に関する何段階もの検討を経て、シ

ャトルは最終的な形状と構造に到達した。 

ノースアメリカン・ロックウェル社は、宇宙船「OV-101（Orbiter Vehicle-101 ）」の
組立を 1974年 6月 4日に開始し、1976年 9月 17日にカリフォルニア州パームデールの
工場から搬出した。この OV-101は宇宙で必要となる多くのサブシステムを欠いたもの
であり、大気圏飛行が可能な実物大模型としての役にしか立たないものであったが、こ

の飛行テストベッドは大気圏内での操作性と着陸の安全性に関する能力を試験する上で

貴重なものであった。飛行試験は 1977年 2月にエドワーズ空軍基地で開始された。 
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第 4部 

宇宙産業の動向 

 

 

A. 概要および主な動向 

国際宇宙事業協議会（International Space Business Council）が2004年１月下旬に発表し

た報告書「State of the Space Industry（2004年版）」では、宇宙市場に「楽観的な感覚」

が戻ってきたと伝えている。同報告書によれば、宇宙産業のすべての市場が上向いてお

り、商業衛星の注文が3基しかなかった2002年のような状態に戻る兆しはまったくない

と報告している。 

一方で、2002年のデータを反映して、より悲観的な見解を発表しているのが、航空宇

宙工業会（Aerospace Industry Association：AIA）の「Facts & Figures（2004年版）」であ

る。同工業会は、宇宙産業全体が受注、利益、研究開発予算の減少と記録的な雇用環境

の悪化に直面しており、そのすべてが「宇宙産業を待ち受ける重大な問題」を示してい

るとしている。航空宇宙工業会と米国勢調査局による調査によれば、宇宙船システムの

売上高は、2002年に20億ドル減少して71億ドルとなり、軍事関連宇宙事業の売上が26％

減の33億ドル、非軍事宇宙事業の売上が17％減の38億ドルとなっている。 

しかし、商業通信衛星の受注と打上げ契約は回復しており、衛星を使用したTV、ラ

ジオ、ブロードバンド通信に関して消費者の需要が増加しているほか、米国政府による

宇宙開発への支出は増加を続けると予想されている。宇宙開発に関するDODの予算は

200億ドルを超え、大統領はNASAの予算を毎年5％増加させることを要求している。ま

た、衛星放送テレビ（Direct Broadcast Satellite：DBS）市場には、毎月何千もの新規加

入世帯があり、米国市場にデジタル衛星無線サービスを提供している企業は、ここ数年

好調を維持している。VSAT（超小型地球局）サービスは、コンピュータ・ネットワー

クを地域の事業所に接続することによって、企業全体に情報提供・交換する仕組みを作

り上げることを可能とし、財務や決済処理を行う方法として、より多くの企業が使用す
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るようになっている。さらに、リモートセンシングに関しては、高解像度の商業撮影機

器の購入や次世代プラットフォームの開発に関して、今後5年間に10億ドル以上の連邦

政府予算が配分される予定である。GPS(衛星利用測位システム)の受信機やデバイスの

市場規模も既に50億ドルを突破していると見られている。 

こうしたことから、宇宙関連産業は、当面順調な成長を続けるものと見られる。例え

ば、表4-1と図4-1は、State of the Space Industry誌による宇宙関連産業の売上予測を示し

たものであるが、ここでもインフラと衛星サービスを中心に2010年まで順調に拡大して

いくものと見込まれている。 

売上予測（単位：百万ドル）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

インフラ $43,206.3 $46,821.1 $51,072.8 $53,817.9 $55,956.6 $58,436.8 $59,694.2 $62,347.5
衛星サービス $27,451.1 $32,497.4 $36,449.5 $40,293.7 $44,327.4 $48,552.8 $51,989.1 $55,473.1
宇宙のデータと資産の利用 $8,668.7 $9,513.0 $6,968.0 $7,665.0 $8,363.0 $9,434.7 $10,861.2 $11,708.5
サポートサービス $3,480.0 $3,870.0 $2,412.0 $2,773.8 $2,968.0 $2,611.8 $2,925.2 $2,954.5
　 小計 $82,806.1 $92,701.5 $96,902.3 $104,550.4 $111,615.0 $119,036.1 $125,469.7 $132,483.7

固定衛星 $7,396.6 $7,966.1 $7,047.4 $7,611.2 $7,915.7 $8,232.3 $8,479.3 $8,818.4
移動衛星 $618.8 $740.2 $610.4 $684.9 $739.3 $791.1 $846.0 $906.5
ダイレクト・トゥ・ホーム（米国） $9,710.0 $11,424.5 $12,207.8 $14,032.0 $16,031.4 $18,097.5 $19,550.2 $20,878.4
ダイレクト・トゥ・ホーム（世界） $9,426.6 $11,618.8 $16,430.0 $17,580.1 $18,810.7 $20,127.5 $21,335.1 $22,615.1
DARS無線 $1.0 $47.8 $153.9 $385.4 $930.3 $1,304.4 $1,778.5 $2,254.6
GPS設備およびサービス $6,264.0 $6,765.1 $4,800.0 $5,280.0 $5,740.0 $6,615.0 $7,830.0 $8,450.0
リモートセンシング/VAR/GIS $2,404.7 $2,747.9 $2,168.0 $2,385.0 $2,623.0 $2,819.7 $3,031.2 $3,258.5

衛星の製造 $12,372.9 $13,226.0 $14,906.3 $16,526.5 $17,275.1 $18,151.2 $18,952.6 $19,991.3
打上げ機 $4,978.5 $6,040.3 $5,656.6 $6,164.2 $6,333.8 $6,783.2 $6,744.3 $7,618.0
地上設備 $8,402.8 $9,263.8 $9,532.8 $9,815.4 $10,006.2 $10,206.5 $10,268.6 $10,691.1
運用およびデータ分析 $9,898.3 $10,580.8 $13,286.4 $13,697.7 $14,789.7 $15,629.9 $15,921.2 $16,163.1
スペースシャトル $3,118.8 $3,272.8 $4,936.0 $5,033.0 $5,144.0 $5,286.0 $5,443.0 $5,594.5
宇宙ステーション $2,828.4 $2,806.7 $2,754.7 $2,581.0 $2,407.8 $2,380.0 $2,364.6 $2,289.6
その他の政府プログラム $1,604.0 $1,630.8 $770.1 $1,470.1 $1,634.8 $1,528.8 $1,609.7 $1,594.3

なお、特段の表示がない限り、売上は全世界計の金額である。 出典：2004年版「State of the Space Industry」

表4-1　宇宙関連産業の部門別売上高
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図 4-1 宇宙関連産業の売上高の伸び（部門別）
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B. 部門別動向 

1. 宇宙インフラ業界 

低迷した 2002年が過ぎた後、商業衛星と打上げに関する発注が増加し始めたことに

より、宇宙インフラ業界に楽観的な見方が戻ってきた。1990年代に拡大した過剰供給

能力が調整され、残っている企業は以前よりも効率が良く生産的となっているため、ア

ナリストは、2002年の市場の収縮が業界にとって良いことであったと指摘している。 

衛星製造部門は 2003年に 17件の受注を獲得し、2004年に入ってからも既に数件が追

加されている。State of the Space Industry誌では、放送会社がハイビジョンテレビ信号の

送信を開始することで今日の何倍もの帯域幅が必要になることや、軍需が拡大すること

などから、年間 15～20基レベルの需要が今後数年間続くと予測している。 

一方で、今後とも飛躍的に大きな成長は望めないとする見方も多い。ヴァージニア州

を本拠地とする独立系の宇宙産業調査会社のティール・グループ（Teal Group）では、
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2003年から 2012年までのインフラ業界全体の年平均成長率を 3.5%と予測し、利益率は、

衛星製造および打上げ能力の供給過剰により、今後 5年から 10年間、5~8%に止まると

している。インフラ市場は、1990年代には衛星によるモバイル電話に対する需要期待

から毎年 20%成長を続け、イリジウム・ワールド・コミュニケーションズ（Iridium 

World Communications）社や ICOコミュニケーションズ（ICO Communications）社、グ

ローバルスター・テレコミュニケーションズ（Globalstar Telecommunications）社などの

衛星通信新興企業が 90億ドルの資金を集めたが、期待したほど顧客を獲得できず、多

くが倒産していった。こうした過去の経験から、衛星の需要については控えめな予測も

多く、ティール・グループでは、2003年から 2012年までの衛星需要の伸びを平均 3.1%

と見込んでいる。 

  

2. 衛星打上げ業界 

衛星打上げは、ペイロード、すなわち主衛星の輸送を目的としてロケットを軌道に送

り込むことであり、主な顧客は、商業通信サービス（携帯電話、インターネット・サー

ビス等）やTV放送、ケーブルテレビなどである。 

衛星打上げ業界は、ロケットの生産、組立、打上げ支援を行うロケット製造業者と、

バルブ、タンク、誘導制御システムなどのロケットのサブシステムを供給するコンポー

ネント供給業者、ロケットの買い手と製造業者を結び付ける販売業者の3業態からなっ

ている。販売業者には、ロッキード・マーチン社とモスクワにあるクルニチェフ国家研

究生産宇宙センターによるロシア合弁企業であるインターナショナル・ローンチ・サー

ビス（International Launch Services：以降ILSとする）社や、ボーイング社を中心とする

国際ジョイントベンチャーであるシー・ローンチ（Sea Launch）社などがあり、打上げ

サービスの顧客は、製造業者からの直接購入も、ILSやシー・ローンチ社などからの購

入も可能となっている。 

過去10年間、衛星打上げ市場は大きな浮沈を繰り返してきた。すなわち、1994年に

12%成長した後に、95年は9.7%減少し、97年に13%増加した後、98年に10%減少してい

る。また、2000年に10%増加した後、2001年には29%の大幅な減少となった。この結果、
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1993年から2002年までの年平均では、2%の減少となっている。こうしたことから、先

行きに対しても悲観的見方も多く、アナリストの一部からは、2002年から2012年までの

年平均成長率を3.5%程度とする予測が発表されている。 

一方で、衛星打上げには高度なリスクが伴い、ロラール・スペース・アンド・コミュ

ニケーションズ（Loral Space & Communications）社によれば、過去に行われた商業衛星

打上げの約15％は、ペイロードが予定された軌道に到達する前に衛星が消失し、失敗し

ていると報告している。失敗した打ち上げは「ホット・ローンチ（hot launch）」と呼

ばれるが、衛星関連企業は保険に加入していることが多いので、こうした失敗は売上減

や事業の遅延を引き起こしておらず、保険限度を超える多額の無保険損失も発生してい

ない。 

衛星打上げ業界の競争は激しく、市場は、アリアンスペース（Arianespace、フランス

を中心とした50社のコンソーシアム）社、ボーイング社、クルニチェフ社、ロッキー

ド・マーチン社、中国の長城工業（Great Wall Industries）、ILS、シー・ローンチ社など、

国際的に事業を展開する数社によって占有されている。近年、競争力を高めているのが

アリアンスペース社とILSであり、この２社が今後数年間、高いシェアを獲得すると予

想されている。 

小型衛星ペイロードに関する需要（2,250kg 未満のペイロードを低地球軌道まで運ぶ

もの）は、これまであまりなかったが、今後の見通しは良好であり、小型衛星が政府の

テストプログラムや撮影用および通信用の需要に応えて使用されるようになるにつれ、

市場が拡大すると予測されている。 

一方で、次世代打上げ機の開発は、停滞を続けると予測されている。ボーイング社は、

新型デルタⅣブースターを商業衛星事業から撤退させる方針だが、同社の統合防衛シス

テム部長によれば、商業用宇宙開発ビジネスが低迷していることにより、今後5年間は

商業打上げをすべて中止するとのことである。一方で、ボーイング社は空軍との次世代

打上げ機（EELV）契約の一部として、デルタⅣを使用した政府のペイロードの打上げ

は継続することとしている。また、同社は、商業用にはシー・ローンチ・ゼニット3SL

を、政府用にはデルタⅡを供給し続ける予定である。空軍は、次世代打上げ機の入札過

程でボーイングがロッキードの文書を使用したことに対するペナルティーとして、デル
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タⅣ打上げ契約の対象であった21基中の7基をボーイングからロッキード・マーチンに

移管させた。これらの打上げの一部はバンデンバーグ空軍基地で行われるため、アトラ

スⅤ用の発射台が建設されることとなっている。 

 他の企業では、米国のスケールド・コンポジット（Scaled Composites）社が、低軌道

機「Space Ship One」に使用する再使用可能打上げ機のライセンスを連邦航空局に申請

した。Space Ship Oneは、同社が賞金1,000万ドルの「Xプライズ」への参加に使用する

宇宙船であり、モハベ空港を発射場として使用するライセンスの申請も行っている。 

一方、1990年代に回復すると予想された、商業打上げ機ビジネスで使用する新規ブー

スターの開発に参加したキスラー・エアロスペース（Kistler Aerospace）社は、破産を

申請した。 

図4-2は、連邦航空局の報告書を基にして作成した、全世界での商業打ち上げの回数

（2003年第4四半期および2004年第1四半期は予定）を示したものである。 

全体の打上げ回数が増加する中、ロシアの比率が高まってきている。一方で、多国籍

による共同打上げは減少している。 
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総回数＝9回 

日本 
11％（1回）

多国籍

11％
（1回）

 欧州 
17％ 
（1回）

総回数＝6回

多国籍 
17％ 
（1回）

総回数＝5回 

欧州 
20％ 
（1回）

多国籍 
40％ 
（2回） 

 

欧州 
11％ 
（1回）

米国 
11％（1回）

ロシア

56％ 
（5回）

 2004年第 1四半期 

米国 
33％ 
（2回）

ロシア

33％ 
（2回）

 2003年第 4四半期 

米国 
20％ 
（1回） 

ロシア 
20％ 
（1回） 

2003年第 3四半期 

図 4-2 国別の商業打上げ回数 
（2003年 7月～2004年 3月） 

図4-3は、同報告書をもとに、過去1年間（2002年10月～2003年9月）の状況を見たも

のであるが、ここでは、欧州が優位に立っていることが分かる。特に、打上げ回数に比

べ売上高は大きく、他の国と比較して打上げ1回当たりの売上が大きくなっている。 

図4-4および図4-5は、過去5年間（1998年～2002年）の推移であるが、打上げ回数、

売上とも米国が低迷しているのに比べ、ロシアおよび欧州は、安定的に推移している。

特に欧州における売上高の伸びは顕著であり、他国を大きく上回る結果となっている。 
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 図 4-3 過去 1年間における商業打上げの動向 
（2002年 10月～2003年 9月） 

商業打上げの回数 商業打上げの売上高 
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図 4-4 過去 5年間における商業打ち上げの回数 
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図 4-5 過去 5年間における商業打ち上げの売上高 
（単位：百万ドル） 
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3. 地上システム業界 

地上システム業界は、ハードウェアの製造、運用支援、ソフトウェア開発、試験活動、

施設運営など多岐にわたっているが、消費者に直接サービスを提供するシステムの開発

が市場を牽引している。この結果、GPS受信機、直接放送衛星用アンテナ、デジタルオ

ーディオ・ラジオ受信機、ブロードバンド・インターネット接続用のセット・トップ・

ボックス、通信用携帯受信機などが、今後とも急速に成長すると予測される。 

 

4. 固定衛星サービス業界 

固定衛星サービス（Fixed Satellite Services：FSS）とは、GEO（静止軌道）衛星を運営

し、そのトランスポンダ（中継器）の容量をリースする事業である。主な顧客としては、

放送会社や通信会社、インターネット接続プロバイダ（ISP）などがあげられるが、サ

ービスの中心は、放送会社から各地のTVチャンネルやケーブルテレビへの番組配給で

ある。パンナムサット（PanAmSat）、SESグローバル（SES Global）、インテルサット

（Intelsat）の３大オペレータが全世界で営業しており、３社でこの業界の総売上の約半

分を占めている。 

しかし、近年、衛星トランスポンダの供給過剰により価格は低下し、成長は停滞して

いる。ユーロコンサルト（Euroconsult）社によれば、2002年におけるトランスポンダの

供給は7,000台以上あったが、需要は5,100台に止まった。また、業績の低迷する通信業

界と放送業界からの価格低下圧力を受け、36MHzのトランスポンダの新規リース契約平

均価格は、13％減の130万ドルとなった。こうした価格低下に対応して、供給側は、将

来の市場環境の好転に備え、契約期間を従来の5年から2、3年に短縮している。 

一方、消費者への高速インターネットとブロードバンド接続の提供は、かなりの注目

を浴びており、今後2年間にワイルドブルー(Wildblue)、スペースウェイ（Spaceway）、

アメリカ・トゥ・ホーム（America2Home）の各社がサービスを開始する予定であり、

市場拡大が期待されている。 
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米国では、ヒューズ・ネットワーク（Hughes Network）社とギラット（Gilat）社がKu 

バンドを使用して、VSAT（超小型地上局）ネットワークを使用した双方向インターネ

ット接続を提供している。より高容量の Ka バンドの使用に関して多くの計画が検討さ

れており、将来的には大きく発展すると予測されているが、現時点では受信機の価格が

高価なことが原因となって、市場は確立していない。 

 

5. デジタルオーディオ・ラジオ衛星サービス業界 

衛星を使用したオーディオ・エンターテイメントの開始により、商業宇宙市場に一つ

の重要なサービス が追加された。米国の主要自動車メーカーとの契約により、関連企

業は急速に成長している。アナリストは2002年に、XMサテライト（XM Satellite）の収

支を均衡させるためには430万人のサービス加入者が必要であるとしたが、2001年末の

時点では、XMの加入者数は28,000人であった。しかし2003年末には、XMの加入者数は

130万人を突破している。また、XMに数ヶ月遅れてサービスを開始したシリウス

（Sirius）の加入者数は、35万人を記録した。 

 

6. 衛星放送テレビ（Direct Broadcast Satellite Television：DBS） 

米国における衛星放送サービスの加入者は、2002年の1,700万人から、2003年には

2,000万人に達した。また、全世界で衛星経由のテレビ信号を受信している加入者数は、

2002年の4,000万人から、2003年には5,000万人を突破した。2003年時点では、1,220万人

が加入しているディレクTV（DirecTV）が最大であり、次いでエコースター

（Echostar）が918万人の加入者を集めている。いずれも1990年代に比べて加入者数が劇

的に増加しており、2000年以降も安定的に成長している。 
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C. 商業宇宙産業企業ランキング 

「Space News」誌は毎年、売上高による宇宙関連企業のランクを発表しており、2002

年のランキングを表4-2に示す。依然として多くの米国企業が上位にランキングされて

いるが、過去数年の低迷により、上位10社中に、米国以外の企業が3社入っている。 

2002年は、2001年に引き続きボーイング社が売上高１位となった。ロッキード・マー

チン社は2位となり、昨年に2位であったヒューズ社は9位に転落した。 

日本企業では、三菱電機が2001年の13位から上昇して11位となっている。また、24位

に三菱重工、33位に石川島播磨重工がランクされている。 

 

表4-2 宇宙関連企業ランキング（2002年） 

順

位 
宇宙関連企業 2002年 

宇宙関連売

上高（百万

ドル） 

2001年 
売上高（百

万ドル） 

本社 
所在地 

昨年度

のラン

キング

宇宙関連事業 2002年
企業総

売上 

1 ボーイング 
（Boeing Co. ）注 8

$11,000  $10,400  米国 1 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げサ

ービス、打上げ機の製

造、地上システム  

$54,069 

2 ロッキード・マーチ

ン（Lockheed 
Martin Corp.）注 8

$7,500  $6,190  米国 3 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げサ

ービス、打上げ機の製

造、地上システム  

$26,578 

3 レイセオン

（Raytheon Co.）
$3,122  $2,629  米国 5 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$16,800 

4 ノースロップ・グラ

マン（Northrop 
Grumman Corp.）注
9

$2,672  $700  米国 15 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げ機

の製造、地上システム  

$19,300 

5 EADSスペース
（EADS Space）注
13

$2,323  $2,161  オランダ  6 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げサ

ービス、打上げ機の製

造、地上システム  

$2,323  

6 アリアンスペース

（Arianespace）
$1,530  $715  フランス  14 打上げサービス  $1,530  

7 アルカテル・スペー

ス（Alcatel Space）
$1,363  $1,418  フランス  9 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、地上シス

テム  

$1,363  

8 

  
   

アライアント・テク

システム（Alliant 
Techsystems Inc.）
注 2  

$1,181  $1,065  米国 11 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造  
$2,172  

9 ヒューズ・エレクト

ロニクス（Hughes 
Electronics Corp.）
注 10

$1,170  $1,326  米国 2 地上システム  $8,395  

10 ロラール・スペー

ス・アンド・コミュ

$853  $815  米国 10 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント  
$1,098  
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ニケーションズ

（Loral Space & 
Communications）
注 11

11 三菱電機

（Mitsubishi Electric 
Corp.）注 2

$835  $763  日本 13 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント  
$30,706 

12 ハネウェル

（Honeywell Inc.）
$741  $900  米国 12 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造、地上

システム  

$22,000 

13 スネクマ

（Snecma）
$672  $576  フランス  16 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造  
$6,818  

14 オービタル・サイエ

ンス（Orbital 
Sciences Corp.）注
2

$552  $415  米国 24 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げサ

ービス、打上げ機の製

造、地上システム  

$552  

15 ユナイテッド・テク

ノロジーズ（United 
Technologies 
Corp.）

$550  $511  米国 17 打上げ機の製造  $28,200 

16 アレニア・スパツィ

オ（Alenia Spazio 
SpA）  

$525  $440  イタリア  22 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、打上げ機

の製造  

$525  

17 トリンブル・ナビゲ

ーション（Trimble 
Navigation Ltd.）

$467  $475  米国 20 地上システム  $467  

18 ボール・エアロスペ

ース・アンド・テク

ノロジーズ（Ball 
Aerospace & 
Technologies 
Corp.）

$448  $380  米国 31 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント  
$491  

19 ITTインダストリー
ズ（ITT Ind米国
tries）

$428  $375  米国 26 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$4,925  

20 コンピュータ・サイ

エンス（Computer 
Sciences Corp.）

$410  $292  米国 28 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$11,300 

21 L-3コミュニケーシ
ョンズ（L-3 
Communications）

$405  $280  米国 29 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$4,011  

22 ハリス（Harris 
Corp.）注 4

$404  $328  米国 27 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$924  

23 マクドナルド・デッ

トワイラー

（MacDonald 
Dettwiler and 
Associates）

$362  $303  カナダ  35 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント、地上シス

テム  

$362  

24 三菱重工

（Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd.）

$352  $267  日本  30 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造  
$2,172  

25 エコースター・コミ

ュニケーションズ

（EchoStar 
Communications 
Corp.）注 12

$288  $271  米国 4 地上システム  $4,820  

26 ゼネラル・ダイナミ

クス（General 
Dynamics Corp.）

$244  $233  米国 32 衛星の製造、打上げ機

の製造、地上システム  
$13,800 

27 ギラット・サテライ

ト・ネットワークス

（Gilat Satellite 
Networks Ltd.）

$209  $389  イスラエル 25 地上システム  $209  

28 エアロジェット

（Aerojet）注 7
$194  $494  米国 18 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造、地上

システム  

$277  

29 バイアサット $158  $182  米国 34 地上システム  $185  
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（ViaSat Inc.）
30 スウェールズ・エア

ロスペース（Swales 
Aerospace）

$157  $144  米国 38 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント  
$157  

31 スペクトラム・アス

トロ（Spectrum 
Astro Inc.）注 5

$154  $160  米国 36 衛星の製造、宇宙コン

ポーネント  
$154  

32 EMSテクノロジーズ
（EMS 
Technologies Inc.）

$132  $132  米国 40 宇宙コンポーネント、

地上システム  
$310  

33 石川島播磨重工

（Ishikawajima-
Harima Heavy 
Industries Co. Ltd.）
注 2

$122  $72  日本  46 打上げ機の製造  $5,797  

34 テサット・スペース

コム（Tesat-
Spacecom）

$121  $92  ドイツ 43 宇宙コンポーネント  $121  

35 グッドリッチ

（Goodrich Corp.）
$120  $105  米国 42 宇宙コンポーネント  $3,910  

$195  

  

36 MANテクノロジー
（MAN Technologie 
AG）

$103  $151  ドイツ 37 打上げ機の製造、地上

システム  

   
37 スペースハブ

（Spacehab Inc.）
注 4

$103  $105  米国 41 宇宙コンポーネント  $103  

38 コントラヴェス・ス

ペース（Contraves 
Space AG）

$83  $89  スイス  NR  宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造  
$83  

39 OHBシステム（OHB 
System AG）

$71  $11  ドイツ  NR  衛星の製造、打上げサ

ービス 
$83  

40 サーブ・エリクソ

ン・スペース（Saab 
Ericsson Space 
AB）

$69  $76  スウェーデン 45 宇宙コンポーネント、

打上げ機の製造  
$69  

41 コムデブ・インター

ナショナル（Com 
Dev International 
Ltd.）注 6

$68  $77  カナダ 44 宇宙コンポーネント  $68  

42 PSIグループ（PSI 
Group）

$60  $62  米国 NR  宇宙コンポーネント  $60  

43 ガリレオ・アビオニ

カ（Galileo Avionica 
SpA）

$55  $50  イタリア NR  宇宙コンポーネント  $509  

44 インテグレーテッ

ド・システムズ

（Integral Systems 
Inc.）注 5

$51  $41  米国 47 地上システム  $51  

45 CSコミュニケーシ
ョンズ・アンド・シ

ステムズ（CS 
Communications & 
Systems）

$42  $39  フランス  NR  地上システム  $405  

46 アナリティカル・グ

ラフィクス

（Analytical 
Graphics Inc.）注 1

$27  $21  米国 48 地上システム  $27  

47 ベガ・グループ

（Vega Group plc）
注 3

$25  $21  イギリス NR  地上システム  $57  

48 サリー・サテライ

ト・テクノロジー

（Surrey Satellite 
Technology Ltd.）

$20  $14  イギリス 49 衛星の製造  $20  

49 イエナ・オプトロニ

ック（Jena-Optronik 
$16  $11  ドイツ  NR  宇宙コンポーネント  $16  
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GmbH）
50 スターシス・リサー

チ（Starsys 
Research Corp.）

$15  $9  米国 NR  宇宙コンポーネント  $15  

 
 
2002年分の米ドル換算には 2002年 12月 31日付、2001年分の米ドル換算には 2001年 12月 31日付の為替レートを使用した。 

  
表について：Space News誌は、各社のアンケートへの回答、年次報告書、会社職員および金融アナリストとのインタビューにより、こ
の表を作成した。一部の企業は財務情報を公開せず、一部の公開企業は宇宙関連の売上高を分離して報告していない。このリストは、

2002年の宇宙関連の売上高に基づいて各社をランク付けしたものである。合併した企業の売上高は、合併前の売上高の合計である。 

  
出典：Space News誌の調査および会社報告書 

  
脚注： 

  
注 1 – 会計年度の末日は 2月 28日 

注 2 – 会計年度の末日は 3月 31日 

注 3 – 会計年度の末日は 4月 30日 

注 4 – 会計年度の末日は 6月 30日 

注 5 – 会計年度の末日は 9月 30日 

注 6 – 会計年度の末日は 10月 31日 

注 7 – 会計年度の末日は 11月 30日 

注 8 – ユナイテッド・スペース・アライアンスの売上高に関する 50％の持分を含む 

注 9 – 2002年度の数字は TRWの売上高を含む 

注 10 – ディレク TVおよびパンナムサットの売上高を除く 

注 11 – スカイネットの売上高を除く 

注 12 – ディッシュ・ネットワーク（Dish Network）の売上高を除く 

注 13 – アストリアム（Astrium）および EADSの打ち上げ機による売上高を含む 

注 NR – ランクなし 
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この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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