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我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。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  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も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

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

があります。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「人工衛星機器の製造に係る競争力

強化に関する調査研究」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す。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
 

 

 



序 
 

 

宇宙産業は、主に通信・放送分野での宇宙利用および宇宙環境を利用した新規産業の

創出に伴い、堅調な成長が見込まれています。 

米国においては、従来官民の協力体制によって宇宙の開発が進められてきましたが、

近年、国が実施するプログラムにおいても、経済性と効率性を一層重視する傾向が高ま

ってきています。 

平成１７年度社団法人日本機械工業連合会より「人工衛星機器の製造に係る競争力強

化に関する調査研究」というテーマで実施した本受託調査研究は、米国の先端的な宇宙

技術に関する動向を調査し、我が国における今後の技術開発の方向性、宇宙産業の競争

力強化に向けた方策を見出すことを目的に実施しました。 

調査の実施については、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

ンターにて現地調査を行い、東京本部においてとりまとめを行いました。 

本報告書が関係各位のご参考となれば幸いです。 

 

 

平成１８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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はじめに 

宇宙産業と言えば、有人宇宙飛行、月面着陸、スペースシャトル、国際宇宙ステーション等のイ

メージが先行し、超大国による威信と膨大な政府予算を投入しての国家産業という位置付けにある

と認識されている。しかし現実には、既に宇宙及び宇宙利用技術・産業は、一般市民の生活と密接

な関係を持つようになっている。GPS や衛星テレビ放送など、人工衛星を利用したサービスが市民

生活の日常に入りこんでいる上、最近は、宇宙飛行さえもビジネスの射程内に入りつつある。人工

衛星ビジネスは、既に宇宙・軍事政策分野から商用分野にその利用の中心が移ってきており、ITバ

ブル崩壊後の一時的な失速は経たものの、現在では世界でもっとも巨大な産業となる可能性を秘め

ているとして期待されている。 

 

宇宙産業は、打ち上げロケット･宇宙船製造、打ち上げサービス、人工衛星製造、人工衛星管理、

人工衛星利用サービス、人工衛星通信機器製造、宇宙観光まで、裾野が広く、既存の巨大企業から、

スタートアップ・ベンチャー、日本の地方の中小企業まで、参入が可能で、様々な製品サービスを

提供している。宇宙産業のキーワードは、小型軽量化と高性能多機能化である。地上で、パソコン、

携帯電話やデジタル機器に使われている技術が、人工衛星その他の宇宙関連機器製品に広く応用さ

れている。小型高性能多機能の電子部品は日本企業の得意分野である。このレポートでは、米国の

人工衛星機器産業の技術動向および市場動向、特にその市場競争力の維持、強化のための模索活動

を検証して、今後の日本市場への示唆を見出すのが狙いである。 
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1. 宇宙産業の概要 

宇宙産業の現状 

 

米国の宇宙産業は、1990 年代には、新しく低軌道衛星の打ち上げや有人弾道宇宙飛行用の宇宙

船の開発、再利用可能打ち上げロケットの開発等、新規分野へ参入する企業も増え、プライベートエ

クイティファンドなどの積極的な投資もあり、拡大成長傾向にあった。しかし、2000 年代に入ると、IT バ

ブルの崩壊とイリジウムの破綻などがあり、景気は低迷し、宇宙産業も収縮の時期を迎えた。現在、民

間市場は低迷が続いているが、軍事を含む政府需要は回復基調にある。各国政府の宇宙開発への

支出は増加しており、商用人工衛星の受注も少しずつ回復してきた。米国航空宇宙局（National 

Aeronautics and Space Administration : 以下 NASA）は新たな宇宙探索計画を発表しているし、ヨー

ロッパでは、ガリレオ GPS プログラムが進行中である。1990 年代に商用市場に新規参入してきた中国

やロシアも世界レベルの開発を進めている。 

 

冷戦終結後の政府予算削減と国際競争の激化 

 

1990年代に入って、冷戦が終結し、NASAや国防総省などの宇宙政策にかかわる米国政府部門の

置かれた環境は大きく変化した。レーガン／ブッシュ時代に米国国家経済は大幅な赤字に陥った。

連邦政府による宇宙･軍事部門への支出は大幅に削減。宇宙産業の再編、宇宙技術商用利用の進

展といった出来事がこれまでの政策を大きく変換させることになった。１９９２年にはその年の連邦予算

1兆 3,800億ドルの 21％にあたる 2,900億ドルという膨大な赤字を計上した。その結果、NASAおよび

国防省への予算が大幅に削減された。特に、NASAの 20倍もあった国防省の予算削減は、米国の航

空宇宙産業へ大きな痛手を与えた。これに加えて、1990 年代初頭には商用航空産業も不振であった

ことから、ボーイングやマクドネル・ダグラスなどの企業の業績は低迷した。またこの時期、航空産業は

構造的な転換期に差し掛かっており、エアバスなどのヨーロッパ勢や日本、台湾、韓国、シンガポー

ル、インドネシアなどのアジア太平洋の国々などでも機体全体の開発製造ではないものの独自の航

空機産業が発展してきており、それまでの米国企業の独占体制が崩れようとしている時期を迎えるに

至った。 

 

宇宙技術の商用化促進の背景 

 

連邦予算の削減は防衛費の割合が最も多かった。また、新しい宇宙システムの応用目的やテクノロ

ジーへ支出が増えたことから、最終的には、宇宙関連予算の削減率はそれほど大きくなかった。政府

予算の削減傾向への対応策として、NASAは、民間企業との連携を強めるとともに、民間企業のコスト

管理や利益重視の管理システムを導入し、宇宙科学技術の商用化を重視する方針に転換した。宇宙

科学技術の商用化は、このような状況を背景に促進されてきた。もともと米国政府は、NASA が設立さ

れた当時から宇宙開発の成果の民間利用を目指していた。米国航空宇宙法には、宇宙科学技術の

開発を全人類の利益のために平和利用を目的とする旨が謳われており1、NASAの役割として、民間

                             
1 The National Aeronautics and Space Act Sec. 102. DECLARATION OF POLICY AND PURPOSE  (a) The 

Congress hereby declares that it is the policy of the United States that activities in space should 

be devoted to peaceful purposes for the benefit of all mankind. 米国航空宇宙法第 102条 [政策

及び目的の定義] （a）議会は、ここに、宇宙での活動が全人類の利益のために平和目的で行われるべ

きであるということが合衆国の政策であることを宣言する。 
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への技術移転が規定されている。1992年から2001年までNASA長官を務めたダニエル・ゴールディン

（Daniel S. Goldin）は、NASAの宇宙技術の商用化政策を進めてきた。宇宙技術の商用化、技術移転

は、企業や大学などの非政府機関との技術提携や協力を通して押し進められている。 

 

政府関連市場 

 

宇宙・人工衛星技術の商用化は、年々進行しており、重要性を増している。しかし、ITバブル崩壊

後の低迷から少しずつ回復しているとは言え、現状ではまだ、主要な市場となっているのは軍事を含

めた政府からの需要である。世界全体の宇宙関連政府予算は着実に増加しており、2003 年には約

430 億ドル、2004 年には約 450 億ドルだった。 2001 年の予算が 380 億ドルであったので、この 3 年

間に 18％増加したことになる。経済の落ち込みで商用利用が低迷した分を政府部門が補った。

OECDの調査では、この数字は2010年には500億を超えると予測している。2  米国政府の宇宙開発

予算も増加傾向にある。米国の軍事･偵察関連の支出は、2000年以降5年間で約70億ドル増加した。

軍事用の衛星、装置、機器等のアップグレードや補充の需要が大きい。NASAは、月や木星探査用の

ハードウェアを開発予定で、新たに 10 億ドルの予算が計上されている。ヨーロッパでは、独自の宇宙

計画について検討中で、現在のところは、すでに今後数年間で約 50 億ユーロの予算が組まれている。

ヨーロッパ独自のGPSシステムであるガリレオは、米国のGPSを上回る測位精度の実現を目指している。

本年から高度2万 4,000kmの軌道に計30基の衛星を順次打ち上げる予定で、2010年までに稼働開

始予定。中国やインドでも、米国、ヨーロッパ、ロシア並みの宇宙プログラムを構築することを目標に予

算を増大させている。450 億ドルの膨大な宇宙関連政府予算は、各国内企業が受注するわけでなく、

宇宙産業各分野の国際企業が受注し、全世界産業全体がこの予算増大の恩恵を受けることになる。 

宇宙産業にとって、米国政府の宇宙関連予算の動向は今後の成長の鍵となる。米国の軍事関連の

宇宙予算は2003年の175億ドルから2010年には250億ドルへ約40％増加する見込みである。NASA

の予算も今後 5年間で 5％ずつ増加していく見込みで、2010 年には 180 億ドルに達する見込みであ

る。 

 

                                                                                       

 
2 “Space 2030: Exploring The Future of Space Applications” OECD 2004 
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図 1 

宇宙産業市場
2004年

その他の

政府; 7%

米国政府

（非軍事）;

 12%

米国軍事;

19%

商用; 62%

 
出所： “2005 State of The Space Industry” International Space Business Council 
 

 

 

2. 米国政府の人工衛星機器調達に関する調査 

2.1. 契約形態 

 NASA は、1990 年に入って政府予算が削減されたことから、産業界との連携を強め、資金不足を

補うため、共同開発という形を取るようになった。米国政府の宇宙事業は、今後も産業界との協力

関係を、共同開発共同研究を通して強化していく方針である。 

 

つまり、民間企業や大学や他の連邦/州/地方政府部門と共同で研究を積極的に進め、世界市場に

インパクトを与えるような新技術開発を目指している。NASA の研究開発に使われた国税の投資効率

を上げること、そしてそれにより、米国民および世界の人々の生活水準に貢献することを目的とす

ることが基本条件になっているが、採算性やコストへの配慮に最重点が置かれるようになっている。 

 

NASA のテクノロジー・パートナーシップ部（Technology Partnership Division）では、いくつかのパー

トナーシップ契約形態を規定している。 

 

NASA と一般企業が提携や共同研究を行う場合、下記の契約形態を選択できる。 

① 宇宙法に基づく契約（Space Act Agreements）  

② ライセンス契約（Licensing Agreements）  

③ ソフトウェア契約（Software Agreements）  
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④ その他の契約（Other Agreements）  

⑤ 中小企業対象の研究開発契約（SBIR/STTR） 

 

 

① 宇宙法に基づく契約（Space Act Agreements） 

 覚書 

理解に基づく覚書 Memorandum of Understanding (MOU)と合意に基づく覚書 Memorandum of 

Agreement (MOA) の２種類があり、NASA と外部機関との間で交わされる提携や共同研究に

関する方針や意図などを規定するもので、下記のような条件がある。 

・ 資金や資源の移転が許可されていない。 

・ 合意内容に法的拘束力はない。 

・ 署名者は、双方の機関で随意に決定できる。 

・ NASA へ製品やサービスの持ち込みは許可されない。 

 費用弁済不要契約（Nonreimbursable） 

企業や非政府外部機関とのコラボレーションに基づく研究開発契約。NASA が受ける利益が

非常に大きく、契約企業から対価の回収がまったく必要でないとみなされる場合の契約。 

・ NASA と契約企業が人的資源や施設、設備、技術を拠出する共同プロジェクトである。 

・ NASA とパートナーとの間で資金の移動は行われない。 

 費用弁済契約（Reimbursable） 

契約企業(または外部非政府機関)が、NASA の専門知識や技術から得られる利益すべてに対

して対価を支払う契約で、契約企業/機関は、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。 

 一部費用弁済契約（Partially Reimbursable） 

NASA が提供する、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。 

 

② ライセンス契約（Licensing Agreements）  

NASA は、研究開発成果のテクノロジーを特許により保護している。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

場合がある。特許による保護を受けた後、各 NASA センターがライセンス供与を行う。ライセンス

契約は、個別で交渉が行われ締結される。ライセンス契約は下記に説明するように、独占、部分的

独占、または非独占の3種類がある。米国政府所有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、特に

発表の必要がない。 

 独占契約Exclusive License 

一定の使用分野や地理的範囲内で、知的財産の独占的な使用権を一社（機関）に与える契

約。 

 非独占契約Nonexclusive License 
一定の使用分野や地理的範囲内で、知的財産を使用する権利を不特定多数の契約者に与え

る契約。 

 限定的（部分的）独占契約Limited (partially) Exclusive License 
一定の使用分野や地理的範囲内で、契約者数を限定して、知的財産を使用する権利を与え

る契約。 
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また、米国政府が所有する国内ライセンスは通常、その技術を応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。ライセンス契約に関しては下記の諸条件がある。 

 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、使用分野および使用の地理的範囲が制限されることがある。 

 ライセンスは契約企業の子会社やその企業が買収されたり合併した場合の事業の継承者が

利用することは許可されることがあるが、通常は政府による承認がなければ譲渡はできな

い。 

 ライセンス契約において、政府の承認があれば、サブライセンスの発行が許可されること

がある。 

 ライセンス契約した企業は、その技術の開発やマーケティングを行うことにより、実用化

製品化の義務がある。 

 政府はライセンス契約の全部または一部を解除する権利がある。 

 ライセンスについては、使用料（ロイヤリティー）を支払うものと、無料のもの、使用料

金以外の対価を伴うものがある。使用料は、契約時に一括で支払う方法、対象製品の売上

高に対する割合、毎年支払う方法のいずれでも構わない。 

 

③ ソフトウェア契約（Software Agreements） 

NASA で開発されたソフトウェアは、ソフトウェア利用契約やライセンスを通じて、大学や企業や

他の政府機関に利用されている。 特定の使用分野や目的のために NASA で開発されたソフトウェア

の商用利用を促進するためにライセンス供与されている。また、ソフトウェア利用契約は、ソフト

ウェアの利用に関する契約で、開発段階や、NASA のミッションに関する目標によって異なるが、共

同開発や宇宙契約企業、政府機関、民間企業や大学が、ベータテスト用その他のソフトウェアを使

用する際に締結されている。 

 

④ その他の契約 

 NASA協力契約 (NASA Cooperative Agreement) 
技術の研究、開発、展開を通じて革新的な新技術の製品化か商用利用を支援するための、

NASA と民間企業の間の協力契約である。この契約の下で製品やサービスの納入をしてはい

けない。技術報告書、ステータスリポートやデータなどは引渡し可能である。 

 NASA共同研究支援契約 （NASA Joint Sponsored Research Agreement）  
宇宙法(Space Act)に基づく共同研究開発契約。この契約の下で NASA は、民間への技術移

転のために、資金、サービス、設備、情報、知的財産、施設を提供する。契約企業は、NASA

が拠出する研究資金に対して妥当な額の研究資金を現金または現物支給の形で提供しなけ

ればならない。この契約を、製品/サービス納入契約として使ってはならない。 

 コスト分担契約(NASA Cost Shared Contract) 
受注契約のコストのうち、妥当で、配分可能かつ許容できる範囲内の額を受注企業が負担

する契約。NASA に直接、製品やサービスを納入する場合に結ばれる契約で、公的な支援や

奨励の意味はない。この契約の下では、NASA への製品/サービス納入ができる。 

 

⑤ 中小企業対象の研究開発契約（SBIR/STTR） 

中小企業技術革新研究開発（SBIR）および中小企業技術移転（STTR）プログラムは、従業員数 500

人以下の小規模なハイテク企業や研究機関に、キーとなる重要な技術分野の政府支援の研究開発を

拡大するもので、SBIR では、フェース 1契約では、契約期間 6カ月で最高 7万ドル、フェース 2で

は契約期間 24 カ月で最高 60 万ドルの研究開発契約を発注する。STTR では、フェース 1が 12 カ月
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契約で最高 10万ドル、フェース 2が 24カ月契約で 60万ドルの契約額となっている。 

 

2.2. 得られた知的財産の帰属方法 

NASA は、プロジェクトの契約内容に基づき、自らが権利、権益を持つ発明について特許申請する。

NASA 従業員による発明は、雇用の結果得られたもので、通常は NASA に所有が帰属する。また上記

ライセンス契約の項に詳しく記述したように、所有する特許のライセンスを外部に提供することも

ある。NASA が所有するライセンスについては全て、契約を希望する企業との間で個別交渉の上、NASA

が規定する諸条件を含んだ契約が締結される。そして NASA の総合委員会が所有する知的財産の管

理を行っている。また外部機関や企業が政府所有特許のライセンスによる使用許可を申請する場合

は、製品化とマーケティング計画書を提出し、許可された場合に供与される。この計画書には、特

許を商品化するために必要な資金やその他資源の投入時期、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を記載しなければならない。また、

通常、政府から使用許可を得た特許に基づく製品は米国内でのみ製造可能。ソフトウェアの場合は、

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基礎となる機能は特

許で、ソフトウェアコードは著作権により保護されている。 

 

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 2万 5,000 ドルまでは 25％を、2万 5,000 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 2 万 5,000 ドルまでを均等に分配し、2

万 5,000 ドルを受け取った後は 30％を均等に分配する。 

 

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。 

 

2.3. 競争力を増すための政府衛星調達スキーム 

米国防総省（DOD）は、唯一の調達・能力支給機関（capacity issuing authority）である国防情

報システム局（以下DISA）を設立して、衛星通信調達プロセスの再編を図ってきた。かつ、DISA

に対して実際に衛星調達に関してアドバイスを行い、購買プロセスを執行しているDITCOという組織

がある。 

 

DOD 

↓ 

DISA  https://www.disadirect.disa.mil/products/asp/welcome.asp

↓ 
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DITCO http://www.ditco.disa.mil/   http://www.ditco.disa.mil/hq/aboutus.asp

↓ 

The Procurement and Logistics Directorate   http://www.ditco.disa.mil/hq/pl2_about.asp

 

 

DITCO の機能：DISA 調達およびロジスティック 

http://www.ditco.disa.mil/hq/

DITCO の一部に The Procurement and Logistics Directorate（調達およびロジスティック部門）

があり、ここが DISA に購買およびロジスティックの専門的アドバイスを行い、DISA のニーズに応

える迅速でスムーズな購買プロセスを確保する。また、下記の機能を提供する。  

 GIG エリア 1 (Azores)、 (Greenland and Iceland)、4、5 and 6 対象:コンピューティン

グ、テレコミュニケーション等、組織全体の購入サービスに関するさまざまなソリューシ

ョンを使って完全な契約支援を提供する。 

 DISA 本部対象 : インフォメーションテクノロジー・サービスや機器の購入に関する全

ての契約サポートを提供。 

 米国太平洋軍司令部 U.S. Pacific Command (USPACOM)および所属する部隊や韓国や日本の

関連部隊対象 :  USSOUTHCOM およびカリブを支援する長距離通信を含むさまざまな調

達サポートを提供する。アラスカ、グローバル・インフォメーション・グリッド(GIG) Area 

9 および GIG Area 8 のアリューシャン列島部分対象に、コンピューティング、テレコミュ

ニケーション、組織全体の購入サービスを提供する。  

 防衛ワーキングキャピタルファンド: テレコミュニケーション・サービス/エンタープライ

ズ購入サービス対象にコンピューティング、テレコミュニケーション、組織全体の購入サ

ービスサポートを提供する。  

 

 

国防テクノロジー・コントラクティング・オーガニゼーション（Defense Information Technology 

Contracting Organization） 

 

DITCO は、国防情報システム局(DISA)、調達ロジスティックおよび施設管理部門/D4 の長官の下

のフィールドオペレーション・アクティビティ。DITCO はイリノイ州スコット空軍基地、ワシント

ン特別区、 ドイツのセムバッハ Sembach 空軍基地、ハワイ州パールハーバー、アーカンソー州エル

ムドルフ空軍基地にオフィスがある。また DITCO は、インフォメーション・テクノロジーソリュー

ション Information Technology (IT) Business Solutions を提供する。一カ所で全てがそろういわ

ゆる「ゆりかごから墓場まで」的なワンストップ・サポートを提供しており、以下の支援も行って

いる。 

 購入計画 Acquisition Planning  

 中小企業競争入札 Small Business/Competition Advocate  

 契約交渉 Contract Negotiations  

 契約管理 Contract Administration  

 法律業務 General Council  

 価格料金分析 Price/Tariff Analysis  

 財務管理 Financial Management 

 

いくつかの eビジネスウェブや電子顧客インターフェースを利用したシンプルで一貫した購入プ

ロセスを提供しており、DITCO は、すべての IT需要に適う下記のカテゴリーの製品やサービスを提
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供している。  

 ネットワーク   Networks  

 ソフトウェア   Software  

 ハードウェア     Hardware  

 情報セキュリティ   Information Security  

 オペレーションとメンテナンス   Operations and Maintenance  

 インテグレーション  Integration  

 各種サービス      Services 

 

DITCO は、各種の最新テクノロジーを最も安価に提供する役割を帯びている。IT購入は、複数ア

ワード契約 Multiple Award Contracts, IDIQ 契約 IDIQ Contracts, 基本注文契約 Basic Ordering 

Agreements,一括購入契約 Blanket Purchase Agreements, GSA スケジュール GSA Schedules, 少量

購入 Small Purchases, 外部部局契約 Other Agency Contracts 等の形で行われる。 また下記を通

じたサポートも提供している。 

 カスタマーサービス 

 IT 業界に対する理解 Understanding of IT industry  

 契約経験/知識  Contract Experience/Knowledge  

 コスト節減/トータル購入  Cost Savings / Total Acquisition  

 単一の業者とのインターフェース Single Industry Interface  

 インダストリアルファンド Industrial Fund  

 柔軟性   Flexibility  

 要望/エネルギー   Desire/Energy  

  

DITCO の衛星調達機能をさらに整理すると、以下のようになる。 

http://www.ditco.disa.mil/hq/pl2_about.asp

 

 購入購買に関する事項で OSD 国防購入購買方針オフィス OSD Defense Procurement & 

Acquisition Policy office との対応業務  

 購入に関するノウハウを Acquisition Excellence(AEWs).  ワークショップなどを通じて

広める  

 Economy Act Determination and Findings (D&Fs) および Interagency Support Agreements

の精査と承認を通して DISA acquisition community を支援する 

 契約担当オフィサー任命管理 

 フィールド契約オフィサーとのリエゾン業務 

 購買マネジメントの検査業務  

 連邦購買規定 Federal Acquistion Regulation (FAR)の変更や国防連邦購買規定補則

Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS)等に関するアドバイス業務。 

 DISA Acquisition Regulation Supplement (DARS), guidance and deskbooks 等の維持管

理  

 DISA の主要なプログラムや関連購買戦略や計画の精査等で the Head of Contracting 

Activity (HCA)および Component Acquisition Executive (CAE) を補佐する 

 Inspector General (IG) 監査のフォローアップ業務を行う  

 競争を促進するために the Agency Competition Advocate を支援する 

 Agency Past Performance Information proponent 業務を行う 
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この調達スキームに関して、以下のような指摘がある。 

 

 

米政府／衛星産業間のコミュニケーションギャップが成長を抑制 

 

DOD による衛星通信（satcom）サービスに対する需要は、供給を上回る速度で増大しており、DOD

は、商業衛星能力への依存をますます高めつつある。しかしながら、米政府と商業衛星業界との間

に今なおみられる対話の欠如によって、両者がそれぞれのチャンスを逃がす結果になっている。つ

まり、軍は、衛星通信アーキテクチャーを強化してコストを低減させるチャンスを失い、また商業

衛星オペレータは、長期にわたり更に収益を拡大するチャンスを逃している。そうした状況にも関

わらず、米政府および軍による需要は驚く程の速さで増大しており、この傾向は 2009 年末まで続く

と考えられる。 

 

調達プロセス合理化への鍵を握る長期契約 

 

多くのユーザーは、DISA が提供する衛星能力は余りに高価であり、また DISA による衛星能力の

支給は遅いと考えている。その結果、独自のリソースをもつ多くの部署が、オペレータや再販売業

者と直接交渉を行い DISA を避ける傾向にある。このことは、DODによる価格引き下げ努力や需要予

測能力をそいでいる。DOD が、衛星能力利用に関して管理や評価を行えなければ、衛星通信網強化

および衛星通信コスト削減という両方のチャンスを DODが失う結果になりかねない。 

DOD は、衛星オペレータと長期契約を結ぶことで、商用フリート設計に影響を与えることが可能

だ。衛星オペレータは、米政府が長期契約を結ぶことに同意すれば、将来の衛星能力、軌道位置、

またテレメトリー・トラッキング・コントロール（TT&C）ネットワーク・ステーションを計画する

際に、軍の要件を考慮することを米国政府に保証する必要がある。 

 

非米系衛星オペレータ能力の利用に積極的な DOD 

 

米国議会において一部の議員は、DOD は、米国内にあるオペレータ、あるいは米国と密接な同盟

関係にある他国のオペレータからのみ衛星能力を借用すべきであると主張してきた。しかしながら、

米軍市場へのアクセスを求める非米系衛星オペレータに対する参入障壁は、一般に考えられている

よりも低いのが実情である。アナリストは、「DODは自らの抑制要因を排除し、多様なオペレータか

ら衛星能力を借用することを次第に受容しつつある」と説明する。米系／非米系オペレータの両者

ともに、市場参加者は、商業衛星通信がもたらす利点をうまく活用するよう DODに働きかける必要

がある。そのためには、オペレータは、DOD および DOD 内調達部署や DOD 担当ベンダーと密接な関

係を築かなければならない。 

参考： http://www.gao.gov/new.items/d04206.pdf

 

また、偵察情報関係の宇宙システムの調達は、National Reconnaissance Office が担当している。

国防総省の組織内では、空軍の Air Force Space Command (AFSPC)が、Space and Missile Systems 

Center (SMC)を通して行っている。 

 

National Reconnaissance Office(NRO)と空軍はこれまで、軍事用の宇宙システムの開発・調達を

行ってきた。世界で最初の電子スパイ衛星であるコロナ Corona や Global Positioning System (GPS)、

精密誘導兵器を使った技術開発をし、アトラスAtlas やタイタン Titan 打ち上げシステムなどの開

発調達を行ってきた。現在 NROの最大のプロジェクトは、Future Imagery Architecture (FIA)で、
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空軍の SMCでは、EELV の開発である。 

 

前述したように、冷戦時代は、潤沢な政府予算を使って、大規模な宇宙計画を行っていた米政府

も財政上の問題から、予算には厳しくなっている。また、90年代に発覚して問題となった軍事宇宙

関係の調達不正事件や、情報オペレーション、ミサイル警告、ナビゲーションおよびシンクロナイ

ゼーション、通信、追跡、天気予報等の分野で衛星への依存度が高まったことから、議会への報告/

承認も必要になった。 

 

National Reconnaissance Office (NRO)の調達方式 

 

1） 宇宙システムオペレーターが調達チームの一員として、オペレーションのコンセプト、システ

ム要件文書を作成する。実際にシステムの運用する担当者の経験や知識を新システムの開発に

役立てる。 

2） システムは一括して購入される。衛星、打ち上げロケット、指令管理部品、処理システム、打

ち上げサービス、オペレーションおよびメンテナンス、地上ステーション、セキュリティ、そ

の他多くの製品やサービスが一括して購入される。NRO は、調達に関する収集および処理機能

のすべてに責任を持つ。 

3） 衛星システムを製造した企業が衛星を軌道に飛ばす（この部分は空軍の宇宙プログラムと異な

っている）。NRO システムのプログラムマネージャーが、スペシフィケーション、インターフ

ェースやその他のエンジニアリングに責任をもち、プログラミングに関する問題点を最適化し、

衛星が正しく軌道に打ち上げられるように責任を持つ。政府も企業も、完璧に軌道に乗らない

オペレーションは失敗とみなす。 

 

空軍の調達方法 

 

空軍の EELV（発展型使い捨て打ち上げ機）開発では、迅速化効率化を達成するために新しい調達

方法が採用された。従来の FAR-based contract の契約では、複雑でさまざまな要件があり、下請け

契約等に関する詳細な報告等、細かい文書の提出を必要とされていた。EELV の開発では、Section 845 

of the National Defense Authorization Act (PL 103-160) Other Transaction (OT) authority 

の規定に基づいた契約で調達を行い、これまでは 7年かかった開発期間を 5年強に短縮することが

できた。 

 

新しい調達方法では、 

 プログラムマネージャーを一人にし、プログラム執行の責任、承認、管理の所在を明確に

し、プロジェクト管理を効率化した。 

 調達管理プランを単一にして、日常の調達業務を効率化した。 

 SPO のスタッフ数を 106の経験のある専門家のみに限定した。 

 SPO スタッフを Aerospace Corporation（連邦政府によって資金が提供されている開発セ

ンター）の専門家およびDefense Contract Management Agencyの専門家によって補強した。 

 データ要件リストを最低限必要とされるアイテムに制限した。  

 キーパーソンの業績パラメーター数を少なくした。 

 政府および契約企業との統合された製品チームを採用 

 民間の既成部品の利用 （Use of commercial off-the-shelf components） 

 軍事用特別仕様を採用しない。 
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3. 米国の人工衛星機器産業の技術動向 

3.1. 最新技術の宇宙/人工衛星機器産業への応用 

激化する国際競争に勝ち抜くためには、最先端技術を導入し、高性能多機能の製品を開発し、製

品を差別化することが重要である。注目を集めている最先端技術の宇宙産業への応用として、高性

能多機能の最新製品を開発中である。この項では先端技術の宇宙産業への応用の状況についてまと

めた。 

 

ナノテクノロジー 

 

ナノテクノロジーとは、ナノメートル(nm：1メートルの 10億分の 1)の領域で物質を制御し、コ

ンピュータや通信装置、微小機械などを作り出す技術であり、様々な領域に応用されると期待され

ている技術分野であるが、宇宙の領域でも画期的な利用方法が研究されている。 

 

カリフォルニア州マウンテンビューにある NASA Ames Research Center では、非常に軽量で優れ

た 強 度 の ナ ノ テ ク 素 材 で 作 っ た 宇 宙 船 、 高 性 能 ・ 高 耐 久 性 の 電 池 、 MEMS 

(Micro-electrical-mechanical system)技術を応用した高性能センサーや制御機器、高温放射線か

ら船体を守る表面コーティングなどが研究されている。また、ナノテクノロジーを使って、太陽エ

ネルギーを集める研究なども進行している。太陽エネルギーを利用するソーラーパワーは、現在は

まだコンピュータで使う半導体と同じ技術で作ったシリコンウェハを使うため、化石燃料の 10倍の

コストがかかる。そこで、地元ベンチャー企業とナノテクノロジーを使ったソーラセルを開発して

いる。 

 

下記のリストは宇宙船/人工衛星等に利用可能なナノテクノロジー技術である。 

 カーボンナノチューブ薄板、構造、デバイス 

 高温カーボンナノチューブ合成物 

 低電力消費カーボンナノチューブ電子部品 

 SiC, CaN を元にした新素材 

 構造診断のためのセンサーやモニター機器 

 自己修復機能のある素材の設計と合成 

 多機能のカーボンナノチューブ構造の開発 

 量子ドットを使ったデバイス 

 自己修復機能のある素材の設計と合成 

 多機能のカーボンナノチューブ構造の開発 

 量子ドットを使ったデバイス 

 焦電マイクロスラスター（Pyro-electric micro-thrusters） 

 ナノセンサーのテスティング 

 マイクロ・ミラー・アレーの組み立て 

 量子ナビゲーション・センサー 

 推進力診断用のカーボンナノチューブ振動センサー 

 自己組み立て機能のある多機能素材 
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下図は、将来のレール発射型宇宙船のナノテク応用例である。 

 

図 2 

 

出所: NASA http://ipt.arc.nasa.gov/spacetransport.html

 

 

ナノテクノロジーを使った新素材・新技術により、下記のような機器や部品を作ることが可能に

なる。 

 質量が 20％、ノイズが 20％少ない再利用可能の打ち上げロケット/宇宙船の製造が可能に

なる 

 質量が 40％少ない自律的な宇宙船が可能になる 

 適応性のある自己修復機能つき宇宙船 

 センサー、電源、通信、ナビゲーション、推進システムなどを、質量が少なくて低電力消

費の非常に小さな部品にできる 

 惑星の表面に超極小の宇宙探索機のネットワークを構築できる 

 跳んだり、飛んだり、地面を掘ったり、動き回ったり自在にできるマイクロ・ローバー（小

型自動探査車） 

 様々な測定機能と通信機能がついた小型宇宙船 

 軽量で効率的なエネルギー貯蔵システム 

 消費電力の少ない部品 
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バイオテクノロジー 

 

 バイオセンサー：小さなセンサーが地球上の温度、湿度、公害の程度、病原菌などを

zeptomole（1x10-21 モル：約 600分子）レベルで、かつリアルタイムに検知した情報を衛

星通信でモニター管理する。小さなセンサーはグループごとに低電力消費のワイヤレス技

術で接続され、収集された情報は衛星通信で中央に伝達される。地球の環境資源管理機能

が大幅に向上する。 

 リモートセンシング：気候、海、大気、森林、農地などの地球全体の環境管理を、衛星を

通じた情報収集をもとにして行う。広い地理的範囲で起きている現象を観察理解するため

に重要なプラットフォームを提供する。 

 

情報通信技術 

 

 情報処理能力の向上が衛星によって収集された膨大な情報の処理を可能にする。バイオテ

クノロジーで得られた技術も加わって、地球環境観測能力をさらに向上させる。 

 衛星を使ったブロードバンド・ネットワークシステムの確立により、法人間（BtoB）電子

政府、遠隔医療等のネットワークを利用したサービスが遠隔地やモバイルでより広範に利

用されるようになる。 

 コンピュータの性能およびデータ・モデリング能力の向上により、宇宙プロジェクトのデ

ザインおよび可視化が大きく向上する。 

 ロボット技術とセンサー機能の向上。宇宙探索、機器装置のメンテナンスや修理、宇宙に

おける製造、宇宙ゴミの収集とリサイクル等にロボットを利用する。 

 センサーと人工知能の利用により、国際条約の遵守状況などを、人工衛星を通じてモニタ

ーすることができる。 

 地上や宇宙に備え付けられた RFID 機器により、在庫管理だけでなく物や人の流れまでモニ

ターすることが可能になる。 
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3.2. 低軌道(LEO)小型衛星：衛星の小型化/高性能化 

1990 年代後半からイリジウムなど低軌道への衛星コンステレーションと呼ばれる複数の中小型

衛星が打ち上げられるようになった。地上で携帯電話やパソコンなどのために開発された最先端の

小型高機能化技術を応用することで、これらの小型衛星の製造が可能になった。 

 

図 3 

 
 

 

低軌道（LEO Low Earth Orbit）は、静止軌道よりも高度が下の、高度 350km から 1,400km の軌道。

地球に接近しているという点で、次のようなメリットがある。 

 低軌道に衛星を打ち上げるには、少ないエネルギーしか必要とせず小型のロケットで打ち

上げ可能。 

 複数基を同時に打ち上げることが可能で一基あたりの打ち上げコストが低い。 

 リモートセンシングでは、地表との距離が近いので画質が向上した。 

 通信衛星では、送受信機の電力がより少なくてすむ。 

 

衛星が常に移動しているので、通信衛星は連続的な通信を提供するため衛星コンステレーション

と呼ばれる複数の衛星ネットワークが必要となる。 

 

3.3. 再利用可能打ち上げロケット(RLV)/宇宙船の開発 

現在 NASA は再利用可能打ち上げロケット（RLV – Reusable Launch Vehicle）の開発に力を入れ
ている。開発は、将来的には、シャトルに代わり、人々を地球の軌道、宇宙ステーション、月に運

ぶことができるようにするのが主な目的となっている。NASA は、50 億ドルを投じて CEV（Crew 

Exploration Vehicle)、その他の再利用可能な宇宙船の開発を行っている。また、米国空軍、国防

省の国防高等研究事業局(DARPA)も再利用可能な打ち上げロケットおよび宇宙船の開発を行ってい
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る。また米国海兵隊も 2025 年頃までに、目標を攻撃でき、2時間以内に地球上のどこへでも兵を配

置可能な有人宇宙船を開発したいと発表している。 

スケールド・コンポジッツ(Scaled Composites)社は、再利用可能宇宙船スペースシップワン

(Spaceship One)を開発した。スペースシップワンは、航空宇宙産業のパイオニア、バート・ルータ

ン氏が開発し、米マイクロソフト社の創業者の一人で、億万長者のポール・アレン氏が資金を提供

した。民間による最初の有人弾道宇宙飛行を成功させ、世界で最初に宇宙空間に到達した宇宙船に

与えられる X PRIZE を獲得した（スペースシップワンは、スミソニアン博物館に寄贈された。親機

の運搬用航空機「ホワイト・ナイト」は今後もテストに利用される）。 

 

 

4. 米国の人工衛星を利用したビジネス進捗状況 

4.1. コスト効率重視、短納期化の流れ 

4.1.1. 衛星打ち上げ関連産業 

衛星打ち上げ関連産業は、打ち上げサービス、ロケット製造、コンポーネント/サブシステム製造

から成る。商用打ち上げ産業では 1990 年代に大きな出来事があった。1つ目は、これまでの静止軌

道に加えて、新たに地上 500～2000km 程度の高度の低軌道への打ち上げが始まったこと。2つ目は、

旧ソ連と中国の打ち上げシステムが商用利用されるようになり、競争が激化したこと。3 つ目は、

世界の打ち上げサービス事業者がより大きく強力な人工衛星の打ち上げに対応する準備を進めたこ

と。そして、最後に、米国が商用打ち上げサービスを拡大し、米国連邦航空局（FAA-US Federal 

Aviation Administration）は、4つの商用打ち上げ基地を認可した。これらの基地は、バージニア・

スペース・フライト・センター（Virginia Space Flight Center）、コディアック打ち上げコンプ

レックス（Kodiak Launch Complex）、スペースポート・フロリダ（Spaceport Florida）、カリフ

ォルニア・スペースポート(California Spaceport)。 

 

静止軌道(GSO - geosynchronous orbit)への打ち上げは従来と変わらぬレベルで維持されたが、

それに加えて低軌道への打ち上げが 1997 年に開始された。イリジウム・コンステレーション

(Iridium constellation)の 88基の衛星が 1997 年から 2000 年まで 3つの打ち上げサービス事業者

が 20 回の打ち上げを行った。1998 年から 2000 年初めまでの間にはグローバルスターシステム

(Globalstar system)のために 14回の打ち上げが行われている。好調だった商用低軌道打ち上げビ

ジネス市場では、民間のスタートアップ企業が低軌道打ち上げ用の新型の再利用可能ロケット、お

よび使い捨てロケット開発を始めていた。製造コスト削減の動きが１つここにある。しかし実際は、

その後イリジウム事業が破綻したことから、市場は低迷し設備は過剰傾向になっている。 

 

米国連邦航空局（FAA）の COMSTAC (Commercial Space Transportation Advisory Committee)は、

1999 年以来毎年春に人工衛星打ち上げに関する報告書を発表している。今後 10 年間の商用人工衛

星の打ち上げ需要（回数）は、2001 年版では 30.5、2002 年版では 27.5、2003 年版では 23.3、2004

年の報告書では、21.1 と、予測値は年々減少している。2005 年版の最新報告書においても、同数値

は下表のように 20.5 となっており、前年版の報告書の数値よりさらに減少しており、長期的傾向と

して打ち上げ数の減少は未だに底を打つ気配はない。 
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表１   商用静止衛星打ち上げ需要予測   （単位：回） 

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計 平均

打ち上げ

衛星需要 
22 22 19 18 19 21 21 21 21 24 205 20.5

衛星 2 基

同時打ち

上げ 

3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4.1

打ち上げ

需要 
19 16 15 14 14 15 17 17 17 20 164 16.4

出所：FAA, Commercial Space Transportation Advisory Committee (COMSTAC) 2005 

 

 

 

1990 年前半まで米国とヨーロッパが商用衛星打ち上げを独占していたが、90年代半ばから、ロシ

アが低コストで、打ち上げビジネスを提供し始めた。また、新たに中国が打ち上げビジネスに参入

したことから、米国のシェアは低下してきている。（1982 年に商用打ち上げサービスを開始した米

国は、1986 年のチャレンジャー事故までは、世界の商用打ち上げ市場をほぼ独占していたが、チャ

レンジャー事故後の米国の失速により、ヨーロッパの打ち上げビジネスのシェアが拡大した。） 

 

IT バブルの崩壊とイリジウムの破綻の後、景気の低迷から人工衛星の打ち上げ回数も大幅に減少

した。打ち上げられる人工衛星の減少は、宇宙船の耐久性と能力が大幅に向上したことにより、新

たな人工衛星の打ち上げや補充の需要が減少してきていることも背景となっている。  

2004 年の世界全体での打ち上げ回数は 54回で、この数字は 1961 年以来最低の水準となった（打

ち上げに失敗したのは、イスラエルの Shavit のみ）。打ち上げ回数は、2002 年 2003 年とも 62回と

低迷していたが、2004 年はさらに減少した。2004 年での世界の打ち上げ産業全体の売上高は、前年

より 13％減少した（2003 年の売上高は、前年より 24％減少）。打ち上げ衛星の数も 1998 年の 150

基から大きく減少し、2001 年は 75基、2002 年は 80基、2003 年には、69基に落ち込んでいる。2004

年での全打ち上げの売上高の 53%は政府セクターからで、47％が商用。2000 年は 66％が政府、34％

が商用で、商用打ち上げの割合が増加している。2004 年の打ち上げのうち約半分が米国のシェア。

2003 年の米国シェア（売上高）は 66％。シェア減少の原因は、高い売り上げを得られる Titan IV

などの打ち上げが少なかったことによる。 商用通信衛星打ち上げ需要の回復と、政府が新しい衛星

システムを導入するようになるまでは、打ち上げサービス市場の早期に拡大する見込みは小さい。 

 

こんな状況にあって、米国業者のもっと大きな枠組みで製造コスト削減を迫られてきた。そんな

意味で打ち上げロケット業界では再編が進行しており（後述）、最近では前述したように、ボーイン

グとロッキード・マーティンのEELV3製造部門と打ち上げオペレーション部門が合弁会社を設立し協

力して政府需要に対応していくことになった。 

 

 

                             
3 EELV(Evolved Expendable Launch Vehicle 発展型使い捨て打ち上げ機)は、スペースシャトルに代わ

る新型使い捨てロケット。 打ち上げコストの削減と確実性の向上を目指したEELVと呼ばれる米空軍の

衛星打ち上げ計画の下で開発された。米空軍の計画だが、国家単位だけではなく、商業用での使用も念

頭に入れて開発されている。 
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表 2 世界の衛星打ち上げ回数の推移 

                            （単位：回） 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

政府 40 50 43 40 46 39 

商用 38 35 16 25 17 15 

合計 78 85 59 65 63 54 

 

出所： "2005 State of  the Space Industry", International Space Business Council 

 

 

小型衛星打ち上げロケット市場 

 

1990 年代後半から前述のように、衛星は中小型化している。今後は小型衛星打ち上げロケットが

需要の中心となると見られている。このため各企業は、小型打ち上げシステムを開発してきた。こ

れは、結果的に納期短縮につながり、顧客のニーズにも合致することとなった。低軌道への小型衛

星打ち上げビジネスは、イリジウムの破綻以降、期待されていたように需要は伸びなかったが関心

は高く、米国空軍、国防省の国防高等研究事業局(DARPA- Defense Advanced Research Projects 

Agency)などが研究開発を支援している。2005 年にSpaceXが発表したFalconはこのような背景で開

発された打ち上げロケットで、最小のFalcon 1 を 670 万ドルで提供している。 

 

再利用可能打ち上げロケット/宇宙船市場 

 

1990 年後半、低軌道衛星市場の成長から打ち上げ回数が増加することを期待して、いくつかの企

業が先述の再利用可能打ち上げロケットの開発を始めていた。しかし、その後バブルの崩壊とイリ

ジウムの失敗から、開発資金獲得が難しくなり、開発を遅らせたり中止している。SpaceXのFalcon1

は部分的に再利用可能、さらにFalcon 5/Falcon9 は完全に再利用可能な打ち上げロケットである。

また、これまで（再利用可能）宇宙船Astroliner - Kelly Space and Technology、K-1 - Kistler 

Aerospace Corporation、Pathfinder - Pioneer Rocketplane(採算悪化により業務停止。2001 年に新会

社のロケットプレーン Rocketplaneがすべての知的財産を引き継いだ)、 Roton c-9 ： Rotary 

Rocket Company(2001 年に業務停止)、SA-1 - Space Access LLC（業務停止）、Space Cruiser System ： 

Vela Technology Development(業務停止)、VentureStar - Lockheed Martin Corporation等が開発さ

れた。 

 

表 3 打ち上げ関連企業売上高（2004 年） 

                                             (単位 ： 億ドル) 

企業名 売上高 

ボーイング（Boeing） 1,100 

ロッキード（Lockeed Martin) 750 

レイセオン（Raytheon） 310 

ノースロップ・グラマン（Northrop Grumman) 270 

EADS スペース（EADS Space) 230 

アリアンスペースArianespace 150 
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図 4  国別商用衛星打ち上げ回数の推移 

 

出所：  “Declining U.S. Role in the Commercial Launch Industry” Futron Corporation２００５年６月 
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4.1.2. 人工衛星地上機器装置市場 

宇宙産業の中でも、少し成長の兆しを見せているのがこの分野である。人工衛星地上機器装置セ

クターは広い範囲のサービスをサポートしている。2004 年の成長率は 5％。軍事を含む政府関係向

けの宇宙インフラ市場は回復傾向にある。世界全体の宇宙計画予算は、現在年間約 450億ドルで、
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今後数年間年率 15～20％で上昇するとみられている。新しい宇宙探索計画が発表されたり、人工衛

星システムのアップグレード需要などを背景に、政府関係向け市場が宇宙関連企業の今後数年の主

たる供給先となるだろう。 

 

もっとも民間商用に関しては、競争の激化とマージンの低下という問題を抱えている。今後も地

上装置機器の価格は低下を続けるとみられている。主要なインフラ投資は、現状レベルを維持する

にとどまるだろう。政府支出の増大が民間市場の不振を補うことになる。 

 

サテライトテレビや GPS測位やナビゲーション用の機器の製造セクターは今後も好調が続く見込

み。この部門は、DBS (直接衛星放送テレビ)衛星テレビ用ディッシュアンテナから GPS用チップセ

ットまで売れ行きは好調で、年間 100億ドル以上の売上高となっている。価格自体は低下している

ものの、全体の市場規模は拡大しており、売上高が増大している。ハードウェア価格は低下してい

るが、エンドユーザー・アプリケーションが購入する機器装置の個数は着実に増加している。特に

DTH TV、高速インターネット接続、サテライトラジオサービス、モバイルサテライトサービス等の

地上機器装置の売上げが大きな伸びを示している。 

 

図 6 

世界全体の人工衛星地上機器装置売上高の推移
（単位億ドル）
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4.1.3. 人工衛星製造 

米国の衛星製造も、打ち上げサービスと同様に、ITバブル崩壊後の経済低迷の影響を受けた。2004

年の世界全体の衛星製造売上高が 4％伸びたが、米国では 15％以上低下した。原因は、政府の支出

の低下と全体的に受注が低下したことである。また、2004 年の衛星製造売上高の 82％が政府からの
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受注で、これは前年の 84％とほぼ同じレベルである。この傾向は、しばらく続くと予測され、今後

も政府からの受注が大きな割合を占め続けるだろう。 

 

通信衛星用人工衛星の受注は 1990 年代初頭のレベルまで回復しており、今後数年は年 15基から

20 基の受注レベルを維持するとみられている。2004 年のペイロードの合計は 76 で、そのうち 17

が商用ペイロードで、59 が政府関連となっている。（この 59 政府関連ペイロードのうち 23 は軍事

用）。また、静止衛星サービス事業者は、拡大路線から補充路線に変更した。 

 

つまり、より多くのトランスポンダーを搭載した大型の衛星の需要は減ってきており、中小型衛

星を補充用として打ち上げ、供給過剰にならないよう、製造コスト削減を最優先として、新たな能

力増強はしていない。同様に、防衛セクターの衛星もこのコスト効率性向上の観点から設計される

傾向にある。 

 

前述したように、静止衛星を使ったデジタル HDTV 放送と衛星ラジオ市場が拡大している。衛星に

よるブロードバンド・インターネットサービスも開始している。政府関連ビジネスもコスト効率性

が見直され、コストが高く優先度の低いプロジェクトは、中止されるか計画を遅らせる傾向にある。  

 

技術の向上で、オンボードの記憶容量の増大が可能になり、より多くのオンボードのデータを入

手できるようになり、衛星の状態をより正確に分析・評価できるようになった。その結果、管理能

力が向上し、衛星の耐用年数が長くなっている。その他の面でも技術向上は着実に進んでおり、デ

ジタル・プロセッサーを使ったチャンネライゼーション(Channelizaion)、スイッチング(Switching)、

ゲインコントロール(Gain Control)、ビーム形成(Beam Forming)やリチウムイオン電池が導入され

てきた。 

 

 

 

 

図 7 

衛星製造　売上高の推移
（単位:億ドル）
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図 8                 (単位：基) 
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米国衛星製造メーカーにとっての問題点  

 

 米国政府による衛星、打ち上げ装置、関連ハードウェアの輸出を制限していること。 

 競争の激化－中型通信衛星市場向けの参入が増え、競争が激化している。（衛星打ち上げ

サービスと比較すると、衛星の製造は参入しやすい。）また、中国やインドが開発途上国

から衛星の生産を受注し、生産を始めるとみられている。 

政府の科学･地球観測ミッションは、最近は大型の衛星ではなく、コスト効率性の高い小型衛星を

複数使う傾向があり、衛星製造への支出の総額が減少してきている。 

 

4.2. 機能高度化の歩み 

4.2.1. 人工衛星利用ビジネス 

人工衛星を利用したビジネスは直接衛星放送サービス、静止衛星サービス、移動衛星サービスに

大きく分類することができる。 

 直接衛星放送サービス(DBS)/デジタル衛星ラジオ(DARS) 

 静止衛星サービス(FSS) 

・ トランスポンダーリース 

・ 音声、映像、データ通信 VSAT 

・ リモートセンシング 

・ その他 

 移動衛星サービス 

・ イリジウム等の衛星携帯電話 

・ データ･メッセージ送信 
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人工衛星利用サービスは、宇宙産業の中で最も大きく急速に拡大している市場である。1996年か

ら 2004 年までの 8年間で年率平均約 18.7％という高い成長率を維持している。 

大きく分類すると直接衛星放送サービス（DBS：Direct Broadcast Satellite Television）、静止

衛星サービス(FSS：Fixed Satellite Services)、移動通信衛星サービス（MSS：Mobile Satellite 

Services）となる。この中で特に成長率が高いのは、DBSである。通信衛星事業者の収益の 3分の 2

は DBS業者が占めている。DBSは大きく成長しており、1995 年には 15億ドルだった世界市場規模は

2001 年には 225億ドル、2003 年には 330億ドルに急拡大した。 

 

図 9 

人工衛星利用サービス売上高の推移
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4.2.2. 直接衛星放送サービス(DBS) 

直接衛星放送サービスは主に一般家庭用直接衛星放送サービスの DTH(direct-to-home)と呼ばれ

るサービスで、米国では、DirecTV、DISH Network、Cablevision 等の事業者がサービスを提供して

いる。ディレクト TV（DirecTV）と DISH Network を提供するエコスター（Echostar）の 2社が主な

プレーヤーとなっており、利用が拡大している。DBS (直接衛星放送テレビ)は、1996 年にヒューズ・

コミュニケーションが開始したサービスで、Kuバンド（12～18GHz の周波数帯）を使った高出力の

衛星放送。従来のＣバンド（4～8GHz の周波数帯）の衛星放送が直径数メートルのディッシュアン

テナを使用していたのに対し、DBS では 18 インチ（約 45 センチ）のディッシュアンテナで高画質

のテレビ放送が可能になった。ディレクト TVでは HDTV 放送用に Kaバンド(27～40GHz の周波数帯)

スペースウェイ（Spaceway）衛星を打ち上げ、容量を増強すると発表したほか、マルチメディア機

能のメディアセンター機能を持った新しいタイプのセットトップボックスをユーザーに提供する。

また、エコスターのディッシュネットワークは、コンテンツを増やすとともに利用料金の価格競争

力の強化で利用者獲得を目指す。Kuバンドと Kaバンド両用のハイブリッド衛星を利用する。 

米国の衛星通信産業は、現在質的量的に大きな転換期を迎えている。まず、①静止衛星サービス

 25



 

から DBSへ移行し、静止衛星の割合が低下、②利用される周波数帯の転換とそれによる容量拡大、

③配信される映像のデジタル化という 3つの点が新しい流れである。これらは、2000 年代前半に始

まり、2004 年以降大きな流れとなってきた。 

 

衛星テレビ放送－米国における今後の流れ 

コンサルティング会社Futron Corporationは、下記のように予測している。4

 静止衛星サービス利用の割合は今後徐々に低下し、DBS (直接衛星放送テレビ)が 2002 年の

15％から、2010 年には 60％に拡大する。 

 2002 年の時点では、Ｃバンドと Kuバンド利用率はそれぞれ 50％だったが、これらの周波

数帯は 2010 年には両方合わせて全体の 50％以下に低下する。（Kaバンドなどに移行） 

 2002 年の時点でアナログ・テレビ放送が衛星テレビ放送の半分以上を占めていたが、2010

年には HDTV のデジタル放送が 60％以上に増加。 

 

図 10 

米国の直接衛星放送テレビ利用者数の推移
（単位：万）
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DBS の利用拡大が進む一方で、Ｃバンド利用者は減少している。 

 

表 4      Ｃバンド利用者数の推移 

 （単位 ：人）

1998 年 12月 192 万

1999 年 12月 165 万

2000 年 12月  92 万

2001 年 12月  84 万

2002 年 12月  59 万

2003 年 12月  43 万

2004 年 12月  26 万

出所： “2005 State of the Space Industry” International Space Business Council 

                             
4 “The Transformation of the Satellite Services Industry” Futron Corp. Jan 2006 
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図 11           衛星テレビ利用周波数帯予測 

 
出所：“The Transformation of the Satellite Services Industry” Futron Corp. Jan 2006 
 

 

Ka バンドは、当初は主にブロードバンド用の利用拡大が見込まれていたが、現在は DTHテレビ放

送の利用が進んでいる。2002年から2010年の間に容量が2倍以上に増強されると見込まれている。 

 

デジタル衛星ラジオ（DARS – Digital Audio Radio Satellite Services） 
 

2002 年にサービスが開始された。一般には通常の無料ラジオ放送に対して、有料の衛星ラジオの

需要があるか疑問視する意見もあったが、実際に開始されると、ビジネスは成功で、現在、米国で

は、XMサテライトラジオとSirius サテライトラジオの 2社がサービスを提供している。既存のラジ

オ放送に対し、サテライトラジオは選択肢が多くコンテンツが充実している。2006 年末までには2

社のサテライトラジオ利用者は、1,000 万人に達すると見込まれている。（市場はXMサテライトがシ

ェア 60％でリードしている。）証券会社は、2008 年まで利用者 2,000 万人に増加すると見込んでい

る。5 （サテライトラジオサービス業者は、自動車会社と提携し新車にサテライトラジオを備え付

け、利用者拡大を図っている。） 

 

4.2.3. 静止衛星サービス（FSS） 

現在このサービスの中心は、放送局から番組を地方局や世界中のケーブルネットワークの終端装

置へ送信する業務となっている。利用が伸びているのは、IPデータ配信やビジネス用通信、広告配

信。PanAmSat、SES Global、Intelsat の３社がこのサービス分野の主要な企業。現在このサービス

は年間 70億ドルの売上高となっている。静止衛星サービスは、キー局が地方局へ静止衛星を通じて

                             
5 Page 46,  “2005 State of The Space Industry” International Space Business Council 
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プログラムを送信する。受信されたプログラムは地上の各地方局やケーブル局から各家庭のテレビ

へ放送されることになる。それに対して、DBS 直接衛星テレビは、地方局を通さず、直接衛星から

各家庭の受信機に番組が放送される。 

 

トランスポンダー・リース 

人工衛星による通信サービスは、衛星に取り付けられたトランスポンダーをリースするという形

で行われる。この分野の市場は、今後数年間アジア太平洋、ラテンアメリカでの需要が着実に伸び

ると見込まれている。トランスポンダーの数が増加した結果、価格が下落し成長率も低下した。全

体的な需要の伸びはあるものの、世界的に設備過剰傾向にある。2004 年のトランスポンダー・リー

スの売上げは対前年比で 4％減少した。この分野で最も大きな売上げをあげているのは、米国のテ

レビや放送関係対象のサービス。また、イラクの戦争の結果、中東でのビジネスが増加している。 

 

米国軍事防衛市場 

全体的な市場規模からみると小さいが、米国政府の軍事防衛部門が静止衛星サービスの最も大き

なユーザーである。ペンタゴンの商用衛星通信サービス利用は業者にとって大きなビジネスとなっ

ている。 

 

衛星ブロードバンド・インターネット接続 

米国は広大で、ADSLやケーブルを使ったブロードバンドサービスを利用できない地域は多い。将

来的にはこのような地域で衛星を使ったブロードバンド・インターネットサービスの利用が伸びる

と見込まれる。レシーバー装置の問題や、高コスト、経済の低迷による資金不足等の理由から、こ

れまで開発には時間がかかっていたが、最近になって、これらの問題も少しずつ解決した。現在ヒ

ューズ・ネットワーク・システムズ（Hughs Network Systems）のディレクウェイ（Direcway）、ワイル

ドブルー（WildBlue）等の企業がサービスを提供している。 

 

航空機内ブロードバンド・インターネット接続 

現在Boeingが提供しているConnexion by Boeingは飛行中の航空機内で利用できるブロードバン

ド・インターネット接続で、乗客が機内でコンピューターを使ってインターネットに接続できるほ

か、ブロードバンドビデオなども利用できる。同社は今後、船舶内でのインターネット利用サービ

スを提供するほか、軍事用や国家安全保障にもサービスを提供していく予定。 

 

モバイル・ブロードバンド 

国際衛星通信業者インマルサット（Inmarsat）は、同社のＩ-４サテライトを使ったモバイルブロ

ードバンドサービスBGANを提供している。 

 

VSAT サービス 

Very Small Aperture Terminalの略で、日本語では、超小型地球局と言い、通信衛星と通信を行

うために地上に設置された無線局。大多数の超小型地球局（VSAT局）と少数のその他の型の地球

局で構成されている。VSATは、エクソンモービル（Exon Mobil）やウォルマート（Walmart）などの

大企業が採用しており、社内ネットシステムを全国の支社や支店に接続し、社内ニュースを流した

り、社内教育プログラムや経理処理、クレジットカード処理等に利用されている。その他、プライ

ベートで安全なネットワークなので、ビジネス、小売、金融取引、双方向性遠隔学習、ブロードバ

ンドＩＰ／インターネットアクセス、音楽配信、辺地での電話、緊急ネットワークバックアップ、

遠隔医療などに利用できる。また、米国では国家安全保障関係の利用も検討されている。 
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地球監視・観測 (Earth Observation) 

近年この分野の技術の進歩は著しいが、商用需要は少なく市場環境は厳しい。衛星が地球監視・

観測に利用されるようになった歴史は古く、1960 年代のコロナ計画や 1972 年に打ち上げられたラ

ンドサット衛星などが有名だが、商用監視観測衛星(COS-Commercial Observation Satellite) が打

ち上げられたのは比較的最近である。  

 

リモートセンシング 

現在商用では、電子地図、ビデオゲームなどに利用されているが、農業、保険、都市計画などに

も利用可能。この技術を主に利用しているのは、米国では政府の軍事、偵察関係部門であり、今後

５年間に高画質画像（映像）を５億ドルで購入する契約を結んでおり、7,000 万ドルから１億 2,000

万ドルの契約を Space Imaging, Digital Globe, Orb Image の 3社と締結した。  

 

測地・追跡サービス 

現在着実に成長している市場で、トラック、コンテナー船、鉄道車両など追跡に使われている。

国家安全保障関係で政府の利用もある。将来は、オイルやガスタンク、パイプラインなどを遠隔で

モニターするのに利用される（タンクが空になっていないかなどをモニター）。 

 

GPS 

2008 年までに 80 億ドルから 220 億ドル規模の市場に成長すると見込まれている。現在は、米国

の全地球測位システム(GPS)しかないが、ヨーロッパで独自GPS用ガリレオ衛星を開発中で 2010 年に

利用が始まる予定だ。米国では 1983 年に国防省がNAVSTAR衛星ネットワークの商用利用を認め、GPS

利用が始まったが、広く使われるようになったのは 1990 年代に入ってからである。応用範囲は広く、

航空、通信、自動車ナビゲーション、機械管理、軍事、人や動物追跡、レクリエーション、測量、

地図作成、自動車や船舶追跡等に利用されている。GPS用のチップの価格は、2000 年には 1,000 個

単位で 100ドルしたが、現在では完全チップセットが 8ドルと価格低下した。2004 年には 200万個

以上の携帯用GPSが購入された。また、米国では 2008 年までに自動車用GPSナビゲーションシステム

の市場が 100億ドル以上の規模に、また資産追跡システム市場は 130億ドルに成長すると見込まれ

ている。6またOECDの調査では、2010 年までに世界のGPS市場は 410億ドル規模に成長すると予測し

ている。7

 

 

4.2.4. 移動通信衛星サービス（MSS ： Mobile Satellite Services）・・・・高機能化 

通信衛星を経由して接続される携帯電話やシステムは、通話可能地域が広く、世界中どこでも利

用できるのが特徴。 

 

インマルサット(Inmarsat)

現在海上用衛星電話のデファクト標準となっている。もとは、「国際海事衛星機構に関する条約」

により 1979 年に設立された国際海事衛星機構(IMSO：International Maritime Satellite 

Organization)で、後に民営化された国際衛星通信事業者で、赤道上空の太平洋上に1基、インド洋

上に 1基、大西洋上に2基静止衛星を配置。電話、テレックス、データ通信が利用できる。 

 

                             
6 Page 53, “2005 State of The Space Industry” International Space Business Council 
7 Page 48, “Space 2030: Exploring The Future of Space Applications” OECD 2004 
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イリジウム（Iridium） 

静止衛星ではなく、低軌道衛星コンステレーション(多数の通信衛星を低軌道に投入する)を利用

した衛星電話サービス。もとは、モトローラ社が計画して設立したが、1999 年 8 月に破産申請し、

2000 年 3月にサービスを停止した。2000 年 11月にイリジウム・サテライト社がすべての資産を買

収してサービスを再開した（名前は、77基の衛星コンステレーションで計画されたことから原子番

号が 77のイリジウムに由来している）。 国防省やその他既存の顧客を維持し、2005 年 9月現在の

利用者数 13万 7,500 人と発表している。国防省から年間約 3,600 ドルのビジネスを受注している。 

 

グローバルスター(Globalstar)

衛星 48個を投入し、1999 年にサービスを開始したが、2000 年に破産。2003 年に Thermo Capital 

Partners に買収され、サービス再開。現在の利用者数 10万と発表している。 

 

 

表 5 人工衛星利用サービス企業売上げ高（2004 年） 

                         (単位 ： 億ドル) 

企業名 売上高 

ヒューズ・ディレクトＴＶ（Hughes Direct TV) 96.4

エコスター（Echostar） 55.5

ＢスカイＢ（BSkyB) 41.2

SES グローバル（SES Global） 15.6

インテルサット（Intelsat) 10.4

ユーテルサット（Eutelsat） 10.4

パンナムサット（Pan Am Sat） 8.27

 

 

 

4.2.5. その他の商用利用  

国際宇宙ステーションの商用研究/実験利用 

米国、日本、ロシア、ヨーロッパ、カナダは、米国、日本、ロシア、ヨーロッパ、カナダが 2010

年の完成を目指して、国際宇宙ステーション（ISS : International Space Station）建設を進めて

きた。地球周回軌道を約 90分で一周しながら、地球や宇宙を観測し、研究や実験を行うための有人

施設だ。現在、製薬、生化学、材料工学、電子工学、光学、通信、リモートセンシング、農学の研

究開発のための実験などに利用されている。しかし、実際にビジネスとして成立するような採算性

はない。NASA は、国際宇宙ステーションでの商用研究をプロモートしてきたが、民間企業からの関

心は、一時的なものだった。原因は、まずコストが非常に高いこと、プロポーザル段階から実際に

テスト結果が戻ってくるまでのリードタイムが長いことや、2003 年 2月のシャトル事故後、国際宇

宙ステーションへのシャトル打ち上げが減少したこと、ステーションで実験を行う要員数が少ない

ことなどがある。 

 

宇宙旅行・観光 

価格も大幅に低下し、宇宙旅行ビジネスも新しいベンチャーとして成立可能となってきた。 

また、前述したスペースシップワンの民間有人弾道宇宙飛行の成功により、宇宙旅行・観光ビジ

ネスが実現へ一歩近づいた。 

 

現在のところ、宇宙旅行･観光は、まだ非常に限定された特殊な市場だ。数人の一般人がミール
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(Mir)や国際宇宙ステーションへ飛んでいる。宇宙観光はデニス･テイトなどの大金持ちが 2,000万

ドル支払ったことで話題になっている。スペース・アドベンチャー(Space Adventure)のよう宇宙冒険

旅行専門代理店がパラボリックフライト（放物線飛行）による航空機上微小重力環境体験や、宇宙

関係施設の訪問とか宇宙飛行士が使う機器の使い方の講習とかいったプログラムを提供している。 

 

また、ゼロ・グラヴィティ・コーポレーション(Zero Gravity Corporation)は、無重力状態での研究・実

験環境を提供するほか、教育、エンターテインメントとして無重力体験ツアーを提供している。 

 

前述したように、現段階では、宇宙旅行・観光は対象が限定的で特殊な市場であるが、スペース

シップワンの成功がメディアで大きく報道され注目された。 その後、ヴァージン･グループが設立

した宇宙旅行企業ヴァージン・ギャラクティック（Virgin Galactic）とボルボ(Volvo)が提携し、宇宙旅行

を賞金として提供したり、スプライト （Sprite）がクジの当選者を宇宙旅行に招待したりして注目

を集めた。ヴァージン・ギャラクティックやBiｇelow、その他の企業が 1万ドル以下で宇宙のホテル

や施設に滞在する宇宙旅行を提供することを検討中である。 

 

微小重力サービス 

製薬業界および電子業界が、関連の研究実験向けサービスを提供している。製薬・電子産業研究

開発費の合計は、年間 350億ドルの巨大市場である。これまで微小重力環境の実験プロジェクトで

は、医療や電子分野で素晴しい実験結果が出ているにもかかわらず、現状では、民間企業による設

備利用需要はそれほど大きくない。国際宇宙ステーションの利用についても、前述したように、需

要は当初予想されたほど大きくなく、ビジネスとして成立しえない状況である。微小重力環境での

実験は、政府や大学などの航空機による宇宙空間への弾道飛行によって数分間得られたり、高いと

ころから落下させることによって数秒間実現する微小重力状態で行われる。ITA、前出のゼロ・グラ

ヴィティ・コーポレーション(Zero Gravity Corporation)が、研究開発用に微小重力、無重力の実験環境

を提供している。 

 

4.3. 業界再編 

最大のコスト効率性向上対策が業界の再編である。マーケットが成熟段階に入り、航空宇宙部門

の事業収益性の見直しが始まって、多くの企業の航空宇宙事業が売却されたり、企業合併したりし

て、業界全体の再編が進行した。GEは自社の航空宇宙部門の事業をマーティンマリエッタ(Martin 

Marietta)へ売却した。ロックウェル・インターナショナルは、長年NASAへ機器を納入していた企業

だが、航空宇宙および防衛部門をボーイングに売却した。ジェネラルダイナミックス（General 

Dynamics）は、ミサイル部門をヒューズ(Hughes)に売却した。また、ノースロップは、グラマンを

吸収し、Northrop Grummanとなった。ロッキードはマーティンマリエッタと合併し、ロッキード・

マーティン(Lockheed Martin)となった。マクドネル・ダグラス(McDonnell Douglas)は 1997 年にボ

ーイング傘下となり、ヒューズ・エレクトロニクス（Hughes Electronics Corp.）は、2000 年に宇

宙通信ビジネスを 37億 5,000 万ドルでボーイングに売却した。 

 

発展型使い捨て打上げロケットEvolved Expendable Launch Vehicle (EELV)は、ボーイングと

ロッキードが受注を争っていたが、最終的にはコスト節約のため、両社のEELV製造および政府打ち

上げビジネスを統合することを決定した。このような再編の結果、政府の航空宇宙部門から大型打

ち上げシステムを受注する企業数は大幅に減った。この一方で、90年代後半から低軌道小型衛星打

ち上げビジネスが増え、Kistler Aerospace Corporation、SpaceX、Kelly Space and Technology等の
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小型衛星ビジネスを専門にする企業群が出現した。しかし、その後パイオニア・ロケットプレーン

(Pioneer Rocketplane)、 Rotary Rocket Company、 Space Access LLC、Vela Technology Development

などの企業が業務を停止した。衛星ビジネスでは、インテルサット（Intelsat）とパンナムサット

(Pan Am Sat)が合併した。ITバブル崩壊後市場が大きく伸び悩むなか、米国宇宙産業は合併と再編

で国際競争力を強めていく戦略を選択している。今後の流れとしては、膨大な研究開発費用がかか

るEELVのような国家プロジェクト関連ビジネスは、1 社か多くても 2 社の大企業が請負い、他の企

業は採算性の高い中小型衛星ビジネスに特化していくと考えられる。 

 

5. 日本の人工衛星機器製造に係る競争力強化に向けた方策 

商用先端技術の宇宙技術への応用の促進 

宇宙技術の商用化という場合、人工衛星やロケットなどの国家プロジェクトで開発された技術を

民間利用したり、製品化することに主眼が置かれてきた。しかし、前述したように、宇宙関連の国

家プロジェクトで使われている技術は、特殊な技術ではなく、むしろ民間企業と同じ電子機械技術

などの応用である場合が多い。今後はナノテクノロジーなどの応用が進むと思われるが、それらは

民間企業でも開発され、製品化されている技術である。つまり、宇宙技術の商用化というより、商

用技術の宇宙利用という方向で、ロケットや人工衛星の小型軽量化、高性能高機能化の流れに応え

る宇宙産業・人工衛星機器の開発を進め、先端技術で差別化し競争力を強化すべきである。 

 

本格的な市場調査の必要性 

新たな市場を創出し育成するためには、需要の可能性と成長性を分析し、製品開発に活かしてい

く必要がある。市場は、日本国内だけでない。グローバルな市場の動向を的確に分析し、需要の高

いビジネス分野に特化して、宇宙技術のビジネスとしての採算性を確保し、更なる成長を保持しな

ければならない。 

 

中小企業やスタートアップ・ベンチャーの宇宙ビジネス支援策 

米国政府は、中小企業やスタートアップ・ベンチャーを積極的に支援する政策を採っている。ま

た、中小企業やスタートアップ・ベンチャーの数も多い。これらの企業の宇宙事業へ参画を促すこ

とで、宇宙産業が限られた大企業しか受注できない国家政策であるとのイメージを覆し、新たなビ

ジネスチャンスがそこから生まれるという全体的な意識を高めることができる。 

 

新産業創出分野としての宇宙 

人工衛星の需要は先進国だけでなく、欧米以外の国々でも打ち上げ需要は存在する。現在、中国

やインドはそのような市場へのサービスを提供し始めているが、日本の宇宙産業もこれまで対象に

していた市場以外の新たな市場をターゲットにする必要があるとみられる。これまで、宇宙産業は

国家予算によって支援されてきたことから、生き残りをかけて市場を発掘するという企業努力がな

されてこなかった。現在、人工衛星機器産業は、国家予算の削減から、これまでのように、官へ依

存することはできなくなっている。そのため、この分野でも他の商用機器と同じように、自らの手

で新たな市場を創出するための努力が必要になり、今後は、宇宙技術が超大国の威信と膨大な予算

をかけた国家戦略の産物であるという認識を改める必要がある。宇宙は先端技術製品の成長性の高

い新たな市場であるという認識を、産業界全体で確認する必要があるとみられる。 
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はじめに 

本報告書は、米国における人工衛星機器の製造に関して、米国政府の調達状況およびそれが米

国人工衛星製造業に与える影響を概観した上で、現在の技術開発の動向および課題を抽出し、産

業・市場動向について分析する。合わせて、民間部門がビジネスとして衛星関連サービスに参入

していくに当たって解決していかなければならないスペクトルの割り当てや保険というビジネ

ス・インフラの状況および今後の見通しについてとりまとめたものである。 

宇宙産業・衛星産業に関しては、世界に先駆けて宇宙開発・利用を行ってきたという歴史的な

背景を踏まえ、民間部門によるサービス提供など新たなビジネス展開が早い段階から行われてき

た米国における状況を整理・分析した本報告書が、日本の宇宙産業・衛星産業分野における基礎

資料として活用いただければ幸いである。 
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第 I章 米国政府による衛星システムの調達 

I. 大統領の新宇宙政策による政府調達環境の変化 

大統領府は 2005 年 1 月上旬に、米国の新しい宇宙開発･利用政策を発表した。これは、宇宙

開発･利用に関する事項、特に打ち上げ費用の問題に関する手法の開発に主眼を置いたものとな

っており、年間予算の説明を除いては、公式の政策発表文書として最新のものと位置付けられる。

以下にこの発表内容を簡潔に整理する。 

今回発表された政策文書は、「米国の宇宙輸送プログラムに関する国家政策、ガイドライン、

および実施措置と、米国の国土防衛ならびに内政や科学、商業上の目的として、米国が宇宙への

接近手段を維持し、宇宙を利用する能力を確保する活動を確立する」ことを目的としたものであ

る。 

これは、大統領による「月から火星へ」という構想と、スペースシャトル・プログラムの安全

性に関する継続的な懸念に言及した上で、宇宙能力を向上させることが必要であると説いている。

この文書は打ち上げに関する手法の開発に内容を絞ってまとめられたものであるが、宇宙関連サ

ービスの政府調達に関する理論的な根拠についても言及している。 

また、今回発表された政策文書では、2004 年においてのみ達成された事項、すなわち民間に

より開発された再使用可能な打ち上げシステムの成功に対する X-PRIZE 賞の授与についても言

及されている。この関連で、宇宙における商業機会の増大と、宇宙への接近手段に関する公的費

用の削減を補完することを目的として、宇宙開発･利用の分野において起業家精神を促進する計

画についても述べられている。 
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II. 米国政府が使用している衛星システム 

「懸念を抱く科学者の会（Union of Concerned Scientists）」の最近の推定によれば、米国

が現在軌道上に有している衛星の数は、商業衛星が 171 基、軍民商業用衛星が 80 基、軍用が

150 基となっている。こうした衛星は、天候監視から情報収集、通信、および偵察に至るまで、

さまざまなミッションおよびそれを達成するための機能をもって使用されている。表 1 に、政

府の衛星システムに関する用途およびミッション分野の一部を表したものである。 

宇宙システムに関する米国の支出については、引き続き顕著な増加傾向が見られ、当面は継続

されるものと予想されている。例えば、衛星産業協会（SIA）が 2005 年 6 月に発行した「衛星

産業状況レポート 2005 年版（State of the Satellite Industry Report – 2005）」では、
「米国の陸・海・空軍は、ともにシステムの主要な部分の更新を行っているところであり、宇宙

関連の予算は増加を続けていく」と想定している。同様に「Aviation Week and Space 

Technology」誌の 2005 年 2 月号は、「国防総省（DOD）は単独の商業衛星サービス購入者とし

ては世界最大であり、このニーズにより業界大手の企業間における買収ラッシュが促進されてい

る」と報じている。 

 

表 1 衛星利用に関するミッション・システムの例 

Mission Areas, Primary Orbits, and Systems
Geodesy Environ-

mental 
Monitoring

Communications Position, 
Velocity, 
Time, and 
Navigation

Integrated 
Tactical 
Warning and 
Attack 
Assessment

Intelligence, 
Surveillance, 
and 
Reconnaissance

Low-
Earth 
Orbit 
(LEO)

Polar LEO Geostationary 
Orbit (GSO)

Semi-
synchronous 
Orbit

GSO and LEO Various

Landsat Defense 
Meteorolog-
ical Support 
Program 
(DMSP)
----------------
National 
Polar-
Orbiting 
Operational 
Environ-
mental 
Satellite 
System 
(NPOESS)

Defense Satellite 
Communications 
System (DSCS) II, 
DSCS III, Ultra-High 
Frequency Follow-
on (UFO), Milstar, 
Global Broadcast 
System (GBS)
----------------------------
Mobile User 
Objective System 
(MUOS), Advanced 
Extremely High 
Frequency (AEHF), 
Wideband Gapfiller 
Satellite (WGS), 
Transformational 
Communications 
System (TCS)

Global 
Positioning 
System 
(GPS)
GPS II
GPS IIR
-----------------
GPS IIR-M
GPS IIF
GPS III

Defense 
Support 
Program 
(DSP), GPS
--------------------
Space-Based 
Infra-Red 
System 
(SBIRS), 
Space 
Tracking and 
Surveillance 
System 
(STSS)

Legacy 
Systems
----------------------
Future Imagery 
Architecture 
(FIA), 
Integrated 
Overhead 
Signals 
Intelligence 
Architecture 
(IOSA), Space 
Radar
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1. 軍事衛星システム 

米軍による通信需要の増大が、この分野の成長を強く推進していると捉えることができる。ペ

ルシャ湾岸地域から送られてくる軍用通信の 80％以上が商業衛星を使って送信されており、帯

域幅利用に関する米軍による強い需要が、多くの商業衛星事業者の利益を生み出している。図 1

は、1990 年以降における米軍による衛星通信の使用量の実績および今後の予測を示したもので

あるが、力強い成長を続けてきたことがわかる。また、2020 年までの予測については、さらに

目を見張るべき成長率が予測されている。 

軍事衛星市場では、商業部門に見られるほど数多くの打ち上げは行われないとみられるが、そ

れぞれのシステムに高い費用がかかるので、衛星製造業者が参入するという観点からは、非常に

有望な宇宙事業分野と見られている。 

米国国防総省（DOD）にも、目立たないが同様に規模の大きいプログラムがある。宇宙関連予

算は政府の予算書上で独立した項目として識別されていないためで、DOD の宇宙関連予算を積み

上げることは極めて難しい状況となっている。DOD は、時として部分的な情報（個別のプログラ

ムに関する予算を省略した形で示したもの）だけを発表することもあれば、過去数年間にわたる

予算使用額について、以前に発表されたものと大幅に異なる額を説明なしに突然発表することも

ある。米連邦議会調査局（Congressional Research Service）が 2005 年 11 月の報告書におい

て提示した数字によれば、宇宙関連予算の合計額（分類済みおよび未分類）は、2003 会計年度

が 194 億ドル、2004 会計年度が 200 億ドル、2005 会計年度が 198 億ドル、そして 2006 会計年

度に関する要求額は 27 億ドル増（前年度比 13.6％増）の 225 億ドルとなっている。 

 

図 1 米軍による衛星通信使用量の推移 

（出所）Peter Hayes (2005) Briefing before the George Marshall Institute 

 

変換型の宇宙システムと呼ばれるものを重視する DOD の姿勢は二つのプログラムに現れてお

り、これらを合わせると主要な未分類の軍事宇宙プログラムに対する総予算額の約 3 分の 1 に
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相当する。次世代型の通信衛星システムである変換型衛星通信システム（TSAT）は全世界にあ

る軍事ユーザーに高容量の通信能力を提供するためのものであり、諜報、哨戒、偵察（ISR）能

力を提供するために設計されたものである。2005 年 9 月に行われた米連邦議会予算事務局

（CBO）による軍事宇宙プログラムに関する調査によれば、2006 年から 2011 年までに予算を支

出することが予測されている中期防衛計画（FYDP）においては、同期間中にこの二つのプログ

ラム合計で 157 億ドルの予算額が支出されることが見込まれており、2006 年から 2024 年の期間

については、同期間における空軍の総予算支出額の約 4～5％に相当する 404 億ドルが支出され

る見込みとなっている。 

さらに、空軍では、ミサイル発射警告を発する現行の軍事支援プログラム（DSP）の衛星を置

き換えるものとして、高地球軌道を利用した宇宙赤外線システム（SBIRS-High：Space-Based 

Infrared System in high-Earth orbit）の開発を継続して行うこととなっている。空軍は、

GPS 用の次世代型衛星、次世代型の気象衛星、応答式の打ち上げ（衛星を迅速に軌道に乗せるこ

とが可能となる）と宇宙管理に関する新しい技術の開発も計画している。 

現行の中期防衛計画によれば、主要な未分類宇宙システムに関する年間予算額は最大で約 100

億ドルと見込まれており、軍事衛星通信（MILSATCOM）がそのうちで最も配分比率の大きな項目

となっている。CBO による中期防衛計画に関する長期予測によれば、予算支出に関する年間需要

額は、現在計画されているスケジュールが順調に達成されると仮定した場合、各プログラムが開

発段階から調達段階に移行する 2010 年以後には減少するものと見込まれている。 

以上の中期防衛計画および CBO の予測については、原則として各プログラムの宇宙関連分野

に関する費用（中期防衛計画においてこれらの費用が別個に認識される場合に）のみを反映した

ものとなっている。これには、データの収集、処理、および地上への発信に必要なシステムの開

発と調達に関する費用は含まれていない。 

 

 42



 

図 2 未分類の軍用宇宙関連プログラムの予算額の推移 

 

（出所）Congressional Budget Office based on data from the Department of Defense. 

 

（1）軍事衛星通信 

軍事衛星通信（MILSATCOM）システムは、使用する電波スペクトルの部分に対応して、ブロー

ドバンドすなわちセンチ波（SHF）、保護付きミリ波（EHF）、およびナローバンド：極超短波

（UHF）の三つの主要なカテゴリーに大別できる。TSAT プログラムは、ブロードバンドと保護付

きの能力を組み合わせたものである。 

2006 年の中期防衛計画（FYDP)およびそれが 2024 年までの期間に与える影響に関する CBO の

予測によれば、ブロードバンドおよび保護付きシステムに関する空軍予算として 270 億ドルが、

また、ナローバンドシステムに関する海軍予算として 50 億ドルが MILSATCOM に支出されること

となっている。CBO では、現在計画されている TSAT プログラムのスケジュールが順調に達成さ

れると仮定した場合、年間の予算支出額が 2016 年までにかなり減少するとの予測を行っている。

必要な予算額は、膨大な数の通信衛星が再構成される 2019 年前後から再度増加し始めるものと
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見込まれている。 

 

（2）ワイドバンド 

現在運用されているワイドバンドシステムとしては、主要な衛星 5 基と残余能力を持つ数多

くの旧型衛星から構成される軍事衛星通信システム（DSCS）、海軍の UHF 後続（UFO：UHF 

Follow-On）衛星 3 基からなる全世界放送サービスなどがある。軍事衛星通信システムに用いら

れる衛星のサービス寿命は元来 10 年と予測されていたが、予想よりも長く使用できることがわ

かってきた。2003 年に最後の DSCS 衛星が打ち上げられたが、これらの衛星群は、2015 年まで

運用されると予測されており、この場合には、衛星全体が平均で 12 年以上使用されることにな

る。DOD は、全世界放送サービスのペイロード側の運用が、2010 年まで、またはもう少し長期

間、継続されるものと予想している。いずれのシステムも、空軍が開発中であるワイドバンド・

ギャップフィラー・システム（WGS）衛星によって置き換えられる予定となっている。現行の計

画によれば、最初の WGS 衛星は 2006 年に打ち上げられ、当該衛星群によるワイドバンドサービ

スは 2017 年以降に開始される予定となっている。 

 

（3）保護 

保護された衛星通信に関して DOD が有している能力については、5 基のミルスター

（Milstar）衛星群によって構成されたシステムによるものであり、これらは 2014 年まで運用

されることが予定されている。DSCS と同様に、ミルスター衛星は設計上の寿命以上に使用でき

るものと考えられており、その一部については更なる長期間の使用可能性について検討されてい

る。ミルスター衛星群を構成する衛星は、2009 年まで使用されたとすれば、平均で 10 年間使用

されることになるが、2008 年には、新しい 3 基の先進 EHF 衛星とミルスターの置き換えが開始

される予定である。地球上の緯度約 65 度までをカバーするよう設計されたこれらの衛星の開発

とは別に、空軍では保護された通信能力を北極地域まで広げるプログラムを実施している。2 基

分の暫定型極地（Interim Polar）ペイロードが 2006 年までに運用開始され、2013 年頃に 2 基

分の強化型極地（Enhanced Polar）ペイロードによって置き換えられる予定となっている。さ

らに、次世代型となる変換型衛星通信システム（TSAT）の衛星群は、レーザー・クロスリンク

を使用して接続された 5 基の衛星によって構成され、ワイドバンドと保護付きの両方のサービ

スを提供する予定となっている。その初回の打ち上げは 2013 年頃に計画されている。 

 

（4）ナローバンド 

現在 DOD が有しているナローバンド通信能力については、現在軌道上にある海軍の UFO11 基

のうちの 9 基が提供しているものによる。この衛星群は、海軍が現在開発を行っているモバイ

ルユーザ目標システム（MUOS）衛星 5 基によって 2010 年から置き換えられる予定となっている。

しかし、UFO の衛星 3 基が 2008 年末までに運用不能となる可能性があり、そうなった場合には、

MUOS 衛星の初回打ち上げ日の遅延に対応する余裕はほとんどなくなることになる。 

DOD がこれらの各種 MILSATCOM プログラムを実施している理由として、通信帯域幅に関する需

要の急速な増加に対応することが必要となっていること、使用開始後の寿命年数により今日の衛

星群を早期に置き換えることが必要となっていること等、いくつかの主要なものをあげることが

できる。しかし、これらのプログラムに関しては、経費の増大や日程の遅延が発生しており、例
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えば、計画時の予算見積りと現在の予算見積りを比較すると、先進 EHF プログラムの経費は

49％増大し、WGS の経費は 42％増大している。 

さらに、いずれのプログラムに関しても、予定されていたスケジュールが少なくとも 1 年は

遅延している。CBO は、たとえ TSAT プログラムが容量および打ち上げ日程について、現行の計

画が達成できた場合においても、DOD が使用できる通信帯域幅は 2020 年以後には減少するもの

と予測している。既存の衛星群が、当初期待されていた寿命分だけ使用できなくなった場合、ま

たは新規の衛星群の構築が遅延した場合には、使用可能な帯域幅の減少はより早期に始まる可能

性もある。 

 

（5）位置、速度、時間、およびナビゲーション 

空軍が有している全地球測位システム（GPS）衛星群は、一連のブロック毎に更新されてきた

24 基の衛星によって構成されている。現在、空軍は二つの新しい軍用信号と第二の民間用信号

を組み込んだ IIR-M 衛星の打ち上げを行っている。2007 年には、民間用の第三信号を組み込ん

だ IIF 衛星の打ち上げを開始することが計画されている。最初の III 衛星の打ち上げは 2013

年に計画されているが、これらの衛星には対妨害能力や、信号の精度を上げる衛星クロスリンク

などの機能面で改善が盛り込まれることとなっている。 

2006 年の FYDP の計画に基づき、2011 年以後毎年 3 基の衛星が打ち上げられ、III 衛星の機

能に段階的な改善だけが行われると仮定した場合、2024 年までの GPS 関連の予算支出額が 125

億ドルになると CBO は予測している。CBO は、GPS 衛星群の平均使用年数が 2014 年以後は 6 年

前後に安定すると予測しているが、これは、これらの衛星の寿命と予測されている 10 年以上と

いう範囲内に十分収まっている。 

 

（6）諜報、監視、および偵察（ISR） 

空軍の現行計画における TSAT の作業の一つに、スペース･レーダープログラムがある（従来

は宇宙配備レーダー‘Space-Based Radar’と呼ばれていた）。現在計画されているスペース･

レーダーは、移動する目標の探知と追跡をあらゆる天候状況下で実行する能力を持つものであり、

打ち上げは 2015 年頃に開始されることとなっている。現行の計画では、合成開口レーダーによ

るマッピング能力と地表を移動する目標の表示能力を備えた約 9 基の衛星群が打ち上げ予定と

なっているが、より早期の計画ではほぼ継続的な追跡能力を提供するために少なくとも 24 基規

模の衛星群が想定されていた。 

2006 年の FYDP および CBO による長期予測においては、スペース･レーダー分野に関して 2024

年までに 190 億ドルの予算支出が見込まれている。CBO では、衛星群の再構築または規模拡大が

2023 年から開始されるものと仮定されている。最近の報告によれば、DOD は衛星 9 基編成のス

ペース･レーダー衛星群に関する全使用期間を通じた総経費（地上分野の経費も含む）として

340 億ドルと推定している。 

 

（7）ミサイル警戒 

空軍では、現在、弾道ミサイル発射警報とこれに関連する攻撃内容に関する何らかの評価（ミ

サイルの予定目標など）を提供することを目的として、早期警戒軍事支援プログラム（DSP）と

呼ばれる静止衛星群を運用している。 
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最新の DSP 衛星の打ち上げは 2004 年に行われ、最後の同プログラムによる衛星の軌道投入は

2006 年中に行われる予定となっている。 

軍事支援プログラムの後継として、SBIRS-High プログラムが計画されており、これによって

検出能力や評価能力が改善されることとなっている。SBIRS-High は、静止軌道上の衛星 5 基と、

扁平度の高い楕円形軌道を飛行する 2 基の衛星に積載されるセンサーペイロード群によって構

成される。静止衛星の初回打ち上げは 2008 年に計画されているが、同プログラムは大幅な費用

増大という問題に直面している。同プログラムの総費用は 1996 年から 2004 年までの間に 150％

も増大しており、費用増大に関する議会での報告が要求される基準であるナン－マカーディ法

（Nunn-McCurdy Act）の限度を三回も超過してきた。 

2006 年の中期防衛計画とこれに関する CBO の予測によれば、DSP および SBIRS-High に対する

予算支出の総額は、SBIRS-High の再構成費用を含めて 2024 年までに 110 億ドルに達するものと

見込まれている。DSP 衛星群の使用年数と設計寿命を考慮すれば、SBIRS-High の日程が大幅に

遅延しない限り、DOD が現在有しているミサイル警戒能力は低下しないものと考えられる。 

 

（8）環境監視 

DOD は、現在、5 基の環境監視衛星（一般的には気象衛星と呼ばれているもの）を利用するこ

とができるようになっている。そのうち 3 基については軍事気象衛星プログラム（DMSP）の一

部となっており、残りの 2 基については米国極軌道運用環境衛星プログラムによるものとなっ

ている。これらのシステムは、2015 年から新世代実用極軌道気象衛星システム（NPOESS）の衛

星 3基と欧州気象運用衛星 1基に置き換えられる予定となっている。 

2006 年の FYDP を実行するには、DMSP および NPOESS の両プログラムに関して 2024 年までに

合計 34 億ドルが必要となるものと CBO では予測している。現在の計画によれば、今後 4 基の

DMSP 衛星の打ち上げが予定されており、最後の打ち上げは早くても 2012 年となるものと見込ま

れている。NPOESS プログラムでは 6 基の衛星が購入され、最初の打ち上げが 2010 年に行われ、

そのために必要となる予算については、空軍と商務省が折半して負担する予定となっている。し

かし、これらの衛星に搭載される多くのセンサーに関しては技術上の問題が発生しており、これ

により、同プログラムの経費と日程は多大な影響を受けている。DOD の現在の予測では、同プロ

グラムの寿命中に 5 億ドル以上（計画時点の金額）の運用経費超過が発生しており、3 基のハイ

リスクの NPOESS センサーの試験飛行ミッションは 18 カ月も遅れている。 

現行の計画が実施されれば、DOD の気象衛星の平均使用年数は、最も長くなる 2017 年の時点

で 7 年となる。NPOESS における設計上の寿命は、DMSP のそれよりも長い。DMSP の設計上の寿命

は 3 年であったが、実際にはそれよりも長く使われている（現在運用されている最古の DMSP は、

10 年前に打ち上げられたものである）。 

 

2. 米国海洋大気庁、静止気象衛星システム（商務省） 

米国海洋大気庁（NOAA）の米国環境衛星データ情報局（NESDIS）は、遠隔的に収集された環

境データに関するあらゆる面での管理を担当している。米国において民間が運用する環境衛星に

関する調達、打ち上げ、運用、製品開発、および製品の提供も同局の管轄となっている。さらに
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NESDIS は、NOAA の環境データ収集も管理し、商業、工業、農業、科学および工学に従事するユ

ーザーや連邦、州、および自治体のニーズに合わせてデータと情報を提供している。 

NOAA は、NESDIS 衛星を通じて米国で運用される環境衛星システムを管理している。すなわち、

衛星を使って生み出される製品・サービスを入手、処理、提供し、全世界的な環境的、気象学的、

海洋学的、固体地球物理学的、および太陽地球環境的なデータの保管と提供を行っている。

NOAA の POES は、アメリカ大陸の赤道上の静止衛星と共に、気象条件、大気温度構造、火山活動、

海面温度、森林火災、オゾンレベル、ハリケーン、および台風に関する全世界的なデータを毎日

提供している。これらの衛星は、暴風雨を監視し、NOAA の米国気象局や連邦・医療関連の緊急

管理機関をサポートし、ハリケーン、竜巻、鉄砲水、大雪、山火事、洪水など、気象問題に関す

る事前警報を可能にしている。NESDIS が提供する衛星および製品・サービスは、人命、財産、

社会インフラを保護する上で不可欠なものとなっている。環境データに対するニーズに対応し、

物理的環境の状況を説明・予測するために、NESDIS は海洋、地球、大気、宇宙、太陽、および

それらの相互作用に関する全世界的なデータ収集を行っている。 

NESDIS では、宇宙商業化局（Office of Space Commercialization）を通じて、商務省による

商業宇宙活動の管理も行っている。NESDIS では、ユーザーニーズに対応した衛星関連製品の開

発および保管しているデータを用いて、気候科学、海洋と海岸管理、エネルギー、および森林資

源保護に関して、大統領による優先順位に基づいてサポートする役割を担っている。このような

サポートを続けるに当たり、NESDIS では、衛星による調査の実施という状況から、より採算の

取れる製品およびサービスへと移行するべく検討を行っている。 

 

出所）NOAA(2005) 

AA では現在、全 16 基の衛星を 3 衛星群に分けて運用している。新世代実用極軌道気象衛星

シ

（

 

NO

ステム（NPOESS）を将来的に構成することになるが、これは、このうちの二つの極軌道衛星

図 3 NOAA NEDIS の予算額の推移 
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群を一つのプログラムにまとめたものとなる。 

静止気象衛星（GOES：Geostationary Operational Environmental Satellites）システムは、

米

を供給するために必要

と

会計年度における気象衛星 GOES-R シリーズに関する予算要求を 8,300 万ドル

増

報の精度を向上させるために全世界的なデータの供給を

目

、当該プロ

グラム継続のための予算要求総額を

施は空軍の宇宙ミサイルシステムセンター(SMC)が担

当

国気象局の要請に対応して、二つの気象衛星システムからの継続的なデータ提供を行っている。

これらの気象衛星は、米国各地をカバーする気象データと画像を送信している。現在の気象衛星

は、可視および赤外線の写真を送信し、狭い範囲にも広い範囲にも焦点を合わせ、カバレージが

最大となるように宇宙空間で方向転換を行うことが可能となっている。 

NOAA は 2006 会計年度において、ユーザーへの切れ目のない環境データ

なる衛星、機器、打ち上げサービス、地上システム設備の調達を継続するための GOES 用とし

て 5,200 万ドルの予算増額を要求することにより、予算要求総額を 3 億 5,800 万ドルとした。

この際、2006 会計年度における気象衛星 GOES-N シリーズの資金に関しては、予算要求額を

3,000 万ドル減額し、総額 1 億 1,700 万ドルとした。気象衛星 GOES-N は、2006 会計年度まで予

算配分を受けた気象衛星 GOES-I シリーズに置き換わるものである。GOES–N シリーズ用の気象衛
星の契約は、固定価格での契約となっている。GOES-N プログラムの機器に関しては、イメージ

ャおよびサウンダに関する一件と、太陽光 X 線イメージャに関する一件の別途契約が含まれて

いる。 

NOAA は、2006

額し、総額 2 億 4,000 万ドルを要求している。2006 会計年度の予算を活用して、いくつかの

主要機器に関するエンジニアリングを開始する計画となっているほか、2005 会計年度中に開始

されたイメージャの生産も継続することにより、2012 年 10 月に予定される気象衛星 GOES-R の

初回打ち上げをサポートすることとしている。エンド・ツー・エンド（終端）のシステム統合は、

衛星、機器、GOES 独特の通信サービス、打ち上げサービス、衛星局（Satellite Services）が

現在実行している命令、管理、および通信、並びに製品作成・供給、すべてのデータ・製品の保

管および利用手段、重要なユーザーおよび予報者にデータを供給するユーザーインターフェース

を含めた、軌道上の衛星の取得を意味するものである。気象衛星 GOES-R のエンド・ツー・エン

ド・システムの取得には、単一の基本契約が使用される。このエンド・ツー・エンドの統合には、

2012 会計年度から 2029 会計年度までの宇宙利用・打ち上げ分野に関する上記のような事項に関

する予算要求が行われることになる。 

POES の気象衛星システムは、天気予

的として、午前および午後の地球をカバーする衛星軌道を確保するものである。受信される情

報には、雲量、暴風雨の位置、温度、地球大気中における熱バランスが含まれる。 

2006 会計年度においては、NOAA は POES に関する予算要求額を 300 万ドル減額し

1 億 300 万ドルとした。POES はまもなく生産が終了される

予定であり、今後、2 基の衛星が打ち上げられる計画となっている。2003 年 9 月には、残り 2

基の POES の最後の気象衛星の極軌道環境衛星-N プライム（NOAA-N Prime）が、請負会社の施設

で重大な事故に巻き込まれた。この損害に関しては既に査定・推定経費算出が行われ、NOAA-N 

Prime は、交渉済みである契約変更に基づき、2007 年 12 月の打ち上げという計画を遂行するた

めに再度建造されているところである。 

DMSP は DOD のプログラムであり、事業実

している。DMSP は、気象学的、海洋学的、太陽地球物理学的な環境を測定する衛星の設計、

建造、打ち上げ、メンテナンスを担当している。 
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NPOESS およびそれを管理する統合プログラム局（IPO：Integrated Program Office）は、空

軍

1, 万

NPOESS 衛星 C1 および C4 上に組み込む LANDSAT センサの統合に関しても、2006 会計

年

3. 米国航空宇宙局（NASA） 

「懸念を抱く科学者の会」が作成した最近の調査書によれば、NASA は 22 基の衛星を運用して

い

で

III. 政府調達に関するその他の事項 

1. 知的財産に関する宇宙特有の規則 

宇宙関連の研究、特に連邦政府が資金を拠出したものから生み出される知的財産の管理は、多

少

、NASA、および NOAA が持っていた既存の極軌道衛星を国家プログラムとして統合する目的で

1994 年に設置された。全世界的な環境条件の監視、並びに天候、大気、海洋、土地、および近

宇宙に関連するデータの配布に関しては、今後も低地球軌道にある極軌道衛星が使用される。 

2006 会計年度において、NOAA は、POES を置き換える三省庁間の NPOESS の継続に関して

600 万ドル増の総額 3 億 2,100 ドルを予算要求した。この予算要求額は、NOAA/DOD/NASA の

統合プログラムに対する海洋大気庁の分担分に相当するものである。この予算要求により、

2006 年 11 月に予定される NPP（新世代実用極軌道気象衛星シリーズの準備プロジェクト）の打

ち上げをサポートし、2010 会計年度における NPOESS の最初の打ち上げを可能にするための機器

および地上システムの購入に必要な資金が確保される計画となっている。2006 会計年度の予算

要求については、NPP のプロジェクトに搭載しての飛行が計画される機器と、NPP データの取得、

処理、および配布に必要な地上システムおよびアルゴリズムを完成させる目的で計上されている。

これらのデータは、NASA が行っている長期的気候データ記録を継続し、最初の新世代実用極軌

道気象衛星にとって不可欠である早期のリスク削減並びに修正および確認を行う上で必要とされ

ている。 

NOAA は、

度において 1,100 万ドル増の予算要求を行った。NOAA、NASA、および米国地質調査局

（USGS）は、LANDSAT の継続計画を実施することとしている。海洋大気庁はセンサー統合と、将

来におけるデータセットの継続に関する予算を要求している。USGS は LANDSAT データの処理、

保管、および配布に必要な地上システムを開発するための予算を要求している。 

る。この衛星群の運用は、同機関にとって優先度の高い業務ではないように思われている。む

しろ同機関のリソースは、自らのシステムに組み込まれ、その他のシステムに応用される新規の

システムおよび技術に集中して注がれていると見ることができる。さらに、衛星部門に該当する

NASA の科学プログラムの多くは、期間が限定されている場合が多い。これらのプログラムは一

定の期間、特定の目的で特定の資産を宇宙に配置するものであるが、NOAA や DOD が従事してい

るものと同じ意味での衛星群のメンテナンスが基本的に行われているわけ はない。一方、

NASA の調達部門は自らの契約活動の全体に関する詳細な説明書を提供していない。 

 

の例外はあるが、一般的な知的財産制度により管理される。この一般的な制度を以下に説明す

る。一般的な制度は、民間企業が独力で開発した発明を対象とするものである。本件について詳
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述する前に、NASA が採用している知的財産制度の具体的要求事項に関する概略を以下に示す。 

宇宙法契約（Space Act agreement）とは、宇宙法（Space Act）により「その他の取り引

き

れる要素は、(1)契約の相手方が

何

知的財産保護能力は、情報自由法（FOIA：Freedom of Information Act）により左右

さ

対して NASA が特許出願を許可

す

」と認められるものを指す。宇宙法契約は、調達請負契約ではない。契約の主目的は、NASA

の関与が限定的であるものおよびまったく関与していないものについて、NASA にとって直接的

な利益をもたらす研究成果などの財産または研究サービスを調達することである。宇宙法契約以

外の財産またはサービスの調達を目的とした請負契約においては権利の配分が異なるので、宇宙

法契約が請負契約でないという点は、知的財産の部分に関して重要である。請負契約の場合には、

宇宙法第 305 条(a)項が適用され、契約に基づく研究により生み出された発明に対する権利は米

国政府に帰属する。従って、請負契約の場合、請負人は選択または放棄のいずれかのプロセスを

経て、米国政府から発明に対する権利を受け取ることができる。しかし、宇宙法契約の場合には、

調達された研究は NASA の研究を代行するものではないため、NASA は特定の契約および各当事者

との調整を通じて知的財産権の配分を決めることができる。 

契約における知的財産関連規定の内容を判断する上で考慮さ

者であるか、(2)契約の目的、(3)償還が可能な契約か不可能な契約か、(4)NASA の責任が、発

明的または創造的な活動を伴うものか、または施設を提供するだけであるか、あるいは情報の交

換を伴うものか、(5)NASA の従業員である発明者に対し、十分なロイヤリティー分配機会が提供

されるか否か、並びに(6)外国人／外国組織との不適切な技術移転契約を回避する、という点で

ある。 

NASA の

れる。FOIA に基づき、同法の適用除外とされない限り、いかなる人にも連邦機関の行政情報

への開示要求が許可される。民間部門の企業秘密および商業的・財務的な情報が書かれた専有文

書が、政府の外部で作成されたが NASA の管理下にある場合、その文書は情報自由法の適用除外

により開示を免れることがある。また、発明の開示に当たる情報および特許出願の一部である情

報も、情報自由法の適用除外により開示を免れることがある。 

特許および発明の各条項に関し、研究プロジェクトの参加者に

る場合には、連邦規則 37 CFR Part 404 の要求条件に従って行わなければならず、NASA は政

府目的のライセンスを留保しなければならない。NASA の方針に基づき、償還が可能な契約に基

づいて開発された発明に対して供与されるライセンスは通常、特許法の条項（35 U.S.C. § 
209）により許可される範囲まで取消不能である。 
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Legislative and Regulatory Framework for Intellectual Property at NASA 

 
Executive Order 10096 - Providing for a Uniform Patent Policy for the Government

with respect to Government Employee Inventions.   

 

37 CFR Part 501- Uniform patent policy for rights in inventions made by Government

employees.  

 

42 U.S.C. § 2457 - Property rights in inventions (for large entity).  

 

Memorandum to the Heads of Executive Departments and Agencies regarding

Government Patent Policy.  

 

14 CFR Part 1245 - NASA Waiver regulations.  

 

35 U.S.C. § 200 et seq. - Refer to Chapter 18 for information on patent rights in

inventions made with Federal assistance (for small and nonprofit entities).  

 

37 CFR Part 401 - Rights to inventions made by nonprofit organizations and small

business firms under government grants, contracts and cooperative agreements.  

 

37 CFR Part 404 - Licensing of Government Owned Inventions.  

 
 

NASA が作成した簡易書式による償還不能および償還可能の特許権と発明権サンプル条項は、

NASA により行われた事業結果として発明が行われる可能性が比較的小さい契約において使用さ

れるものである（例えば、プロジェクト研究参加者がハードウェア試験および評価を行うために

施設を提供すること、単純な情報または技術交換契約等がこれにあたる）。これは、知的財産に

関する背景的権利が取得されないことを保証するものである。可能性は低いが、この契約に基づ

いて発明が行われた場合には、各当事者が自分自身の知的財産に対する権利（それと相反する明

白な合意がない限り、慣習法に基づいていずれにせよ発生するもの）を保持するという方針をこ

の契約は採用していると捉えることができる。この条項は、共同発明があった場合に、各当事者

が責任と権利に関して協議並びに合意するとも規定している。こうした状況下で、この方針に基

づけば、契約に基づく活動が償還可能であっても償還不能であっても違いはないこととなり、

NASA が契約に基づいて発明的な（または創造的な）活動を実行する可能性が小さい場合であれ

ば、いずれの状況であってもこの条項は適用可能であると考えられる。 

標準書式に盛り込まれている償還不能の特許権や発明権サンプル条項は、共同活動（すなわち

各当事者が、自らが合意した活動の資金を拠出するもの）に関する契約に使用される。この場合、
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NASA は、契約に基づく事業実施中に発明が行われる可能性がある種類の研究、実験、開発、エ

ンジニアリング、実演、または設計の作業を行うことができる。 

この状況においては、各当事者が自分自身の知的財産に対する権利を保持するという原則がや

はり適用される。ただし、NASA が開発した技術の商業化を目的としたインセンティブとして、

NASA は連邦規則 37 CFR Part 404 の規定に基づき、その契約に基づいて行われる可能性のある

NASA の発明あるいは NASA が請負人から権利を取得する発明のうち、NASA が特許出願を決定し、

特許を取得するものに対する独占的または部分独占的な商業ライセンスを参加者に供与するため

に努力しなければならない（供与の条件は交渉による）。 

この民間参加者へのライセンスは、知的財産に関する権利がサポート請負人から取得される場

合に、政府目的のライセンスの留保が条件となり、請負人に対しては非独占的なライセンスとな

る。民間参加者への商業ライセンスはロイヤリティーを伴うものであり、発明のライセンシング

に関する NASA（および政府全体）の方針に沿った発明の商業化が行われない場合には取消が可

能とされる。この条項には、国家技術移転促進法（National Technology Transfer and 

Advancement Act、P.L. 104-113）に基づく NASA および政府全体の方針に沿った、従業員であ

る発明者とのロイヤリティー分配に関する規定もある。 

前述した事項については、民間参加者と共同で行った発明に関して NASA が取得する未分割の

権益についても適用される。民間参加者が単独で行った発明に関しては、NASA は原則としてい

かなる権利も取得し得ないが、一定の状況下においては、研究、実演、試験、および評価を目的

としてその発明を使用するためのライセンス取得に関する交渉をすることができる。 

標準書式に盛り込まれている賠償可能な特許権や発明権サンプル条項は、NASA が研究、実験、

開発、エンジニアリング、実演、または設計の作業を実行でき、それに関して NASA が民間参加

者から償還を受ける場合の契約に適用されるものである。各当事者が自分自身の知的財産に対す

る権利を保持するという原則がこの場合でも適用されるが、NASA がその活動に関する償還を受

ける点を反映して、民間参加者へのライセンスと政府が留保する権利はいずれも異なっている。 

具体的には、民間参加者に対するライセンスは、独占的でロイヤリティーを伴わない、取消不

能の、連邦規則 37 CFR Part 404 の要求条件に沿ったライセンスとなる。NASA が留保する権利

は（民間参加者がライセンスを受ける場合）通常、NASA の研究、実演、試験、および評価を目

的としたものに限定される。これは、賠償可能な契約に基づいて民間参加者と共同で行った発明

に関して NASA が取得する未分割の権益にも適用される。民間参加者が単独で行った発明に関し

ては、NASA は原則としていかなる権利も取得し得ない。 

 

2. 相殺 

防衛設備を購入する外国の当事者は、競売条件として何らかの形態の相殺を要求することがあ

る。こうした相殺は、外国製の防衛関連製品を購入するための公費支出による政治的および経済

的費用の「埋め合わせ」に役立つような、購入国の経済に影響を与えるものである。一方、米国

の議員や労働組合、そして中小企業は、相殺により仕事や技術が海外に流出するという懸念を有

している。 

こうした相殺は、外国の購入者によるコンポーネントの組み立ての許可や、販売される製品の

 52



 

最終組み立ての約束など、直接的である場合もある。また、購入国の製品を販売できる市場を売

り手が発見したり、その国への生産的な投資をしたりするなど、間接的な相殺である場合もある。 

相殺を求める国々は、外国製品の購入代金の支払に必要な外貨の獲得に資する方法で相殺する

ことが必要であり、また、直接的な相殺によって当該購入国が航空宇宙および防衛産業における

技能を習得し、長期的に見て対外依存度を減少させることができると主張することが多い。欧州

の国々の場合には、相殺は成熟した防衛産業の維持のために必要であると見なされている。相殺

は、海外からの購入に対して多額の公費支出を行うことに対する国内的な批判を和らげることに

も役立つ。また、欧州諸国は、米国が相殺を要求しない一方で、米国の元請業者の関与と米国内

生産を伴わずに米国が外国から主要な武器システムを購入することは稀であることにも気付いて

いる。相殺によって通常の貿易パターンが歪められるので非効率的になり、また生産ノウハウの

移転は将来の競争相手を作り出すという批判も聞かれる。 

相殺は実施面で困難を伴う場合もあるが、米国経済全体またはその一部に重要な負の効果をも

たらした例はほとんどないと航空宇宙産業は基本的に主張している。米国政府はこのことに関し

て膨大な回数の調査を行っているが、いずれも相殺を伴って外国に販売した場合、相殺により失

われた雇用よりも多くの雇用が創出されるという結論に至っている。また、商務省による最新の

調査では、防衛関連の販売はそれに関連する相殺を考慮しても雇用を純増させる影響をもたらし

たとも言われている。産業界では、米国の生産者による一方的な制限は需要を他国へシフトさせ

る結果しか生まず、従って広範囲の元請業者と下請業者が獲得するビジネスがいずれも減少する

ので、相殺措置を管理する作業は各国の手法に則って行われることが必要であるとも論じている。 

 

 

表 2 主要産業部門における相殺の推移 

 

 

 

輸送設備関連の相殺取り引きは、金額と取り引き件数の両面において主流を占めてきた。輸送

設備取り引きは、相殺を伴うすべての取り引きのうち、取り引き件数の 45.1％、取り引き金額

の 51.1％を占めていた。この部門の取り引きのほとんどは、航空機の部品、エンジン、油圧式

サブシステム、および誘導ミサイルを含む航空宇宙製品関連の取り引きであった。1993 年から

2003 年までの間に行われた輸送設備に関連する相殺取り引きの合計金額は 138 億 5,000 万ドル
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に上る。直接的な相殺取り引きの合計金額のうち 60.7％（すなわち 62 億 6,000 万ドル）を直接

的な輸送設備取り引きが占め、間接的な取り引きの合計金額のうち 44.7％を間接的な輸送設備

取り引きが占めた。 

宇宙分野に特定した場合、1993 年～2003 年の時期に行われた相殺取り引きの合計金額は 102

億ドルであり、直接的な取り引きが 39 億ドル、間接的な取り引きが 62 億ドルであった。この

データは SIC（標準産業分類）コードで誘導ミサイルおよび宇宙システムと分類されるもの全体

を対象とするものであり、衛星の製造には該当しない活動も含まれている。議会に提出された報

告書には、それ以上の詳しい情報は記載されていない。宇宙分野が年間数十億ドル規模の産業で

あることを考慮すると、これらの数字はそれほど大きくないと思われ、米国産業の競争力にとっ

て重大にマイナスとなる影響を与えたと推測されるべきでないことは確かである。 

 

3. 「バイ・アメリカン」規定 

「バイ・アメリカン法（米国製品優先購買法：Buy American Act、41 USC 10a-10d）」は、

米国内で生産されていない製品について、米国政府の調達を制限する法律である。条約、国際合

意、および「国益の判断」に関しては、同法の適用について多くの例外が規定されている。こう

した例外規定は、特定の国との貿易に関連するものや、外国の軍事設備の取得に直接関連するも

のである場合が多い。 

カルバー・ナン（Culver-Nunn）のバイ・アメリカン法改正（10 USC 2457）により、国防長

官が多くの国々を同法の適用対象外とすることが許可された。これらの国々には、オーストラリ

ア、ベルギー、カナダ、デンマーク、エジプト、ドイツ、フランス、ギリシャ、イスラエル、イ

タリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、トルコ、およびイギリスが含まれる。

DOD は、「国産品優先調達」という同法の規定を適用することなく、これらの国々との間で相互

調達契約を締結している。 

法律の規定（10 USC 2533）に基づき、他国メーカーからの防衛関連製品の購入にバイ・アメ

リカン法を適用することが公共の利益に相反するという判断を下す権利が DOD には認められて

いる。 
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IV. 商業衛星製造市場のトレンド 

衛星製造が衛星産業の総売り上げに占める割合は、ますます小さくなっている。衛星産業協会

（SIA）の「衛星産業状況レポート 2005 年版（State of the Satellite Industry Report – 
2005）」によれば、2004 年における全世界の衛星製造業の売り上げ総額は、全世界の衛星産業

による売り上げ総額の約 10％に相当する 102 億ドルであった。製造が占める割合が減少したの

は、市場全体の売り上げ高が増大したことが原因である。1996 年から 2004 年までの 8 年間で、

衛星製造業の売り上げは 83 億ドルから 121 億ドルまでの間で推移したが、全体に占めるシェア

は 20％から 10％に低下した。2004 年の売り上げの数字は上記範囲の平均程度であったが、市場

シェアは上記範囲の最も低いレベルであった。 

 

図 4．衛星産業の比率の推移 

（出所）Satellite Industry Ass e Satellite Industry Report 

A によれば、2004 年における米国の衛星製造業の売り上げは 39 億ドルであり、前年比で 46

億

ociation (2005) State of th

 

SI

ドル減、1998 年に比べれば 79 億ドルの大幅減となった。2004 年における全世界での売り上

げは 102 億ドルであり、2003 年に比べてわずかに増加した。2004 年中は、政府のペイロードが、

打ち上げられたペイロード合計の 72％、衛星製造業の売り上げ総額の 82％を占めた。これは、

政府のペイロードがペイロード合計の 75％、売り上げ総額の約 84％を占めた 2003 年とほぼ同

じであった。 
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図 5．衛星製造業の市場規模の推移 

（出所）Satellite Industry Association (2005) State of the Satellite Industry Report 

 

世界の衛星製造市場に占める米国のシェアは、毎年変動している。フォーキャスト・インター

ナショナル社が 2004 年 10 月に発行した「宇宙システム予測」（Space Systems Forecast）に

よれば、2002 年において米国企業の売り上げは世界全体の 36％を占めた。2003 年には、このシ

ェアは世界全体の売り上げ総額である 100 億ドルのうち 47％まで上昇した。2004 年の世界市場

の規模は概ね同じであったが、このシェアは 38％に低下した。 
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本分野の成長は、衛星サービス分野が推進力となっている。SIA によれば 2004 年には、ダイ

レクト・トゥ・ホーム（Direct-to-Home）テレビやデジタルラジオサービスの伸びが最大とな

り、売り上げは 11％増加した。ダイレクト・トゥ・ホームテレビサービスは 10％の伸びを示し、

全体の成長を推進し続けた。衛星ラジオサービスの売り上げは 2004 年度に 200％以上の伸びを

示したが、衛星サービスによる売り上げ全体から見れば、その売り上げは依然として 1％に満た

ない。 

 

V. 衛星産業協会によるレポートの概要 

1. 2005年の衛星産業に関する衛星産業協会の見通し 

・ 世界の衛星産業の売り上げは、衛星産業協会が同産業の追跡を 1996 年に始めてから毎年

成長を続けている。1996 年から 2004 年までの年平均成長率は約 13％である。 

・ 2004 年には、世界の衛星産業の成長率は約 7％となり、2003 年の 6％をわずかに上回った。 

・ 衛星製造、衛星サービス、および地上設備の各分野に関しては 2004 年に売り上げが増加

したが、打ち上げ分野の売り上げは減少を続けた。 

・ 衛星サービス分野が売り上げ総額中に占める割合は、1996 年の 42％から 2004 年の 60％
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に増加した。 

 

2. 衛星産業に関する衛星産業協会の調査、方法および定義 

・ 打ち上げ産業のデータには、民間所有と政府所有の両方のペイロードに関して民間企業が

・ ち上げと ISS（国際宇宙ステーション）のミッ

・ 民間および政府の両方の顧客に対する民間企業の製造活動が含ま

・ 産業および衛星製造のすべての売り上げは、契約が受注された年でなく、打ち上

・ ドル建て（インフレ調整なし）で表示される。 

3. 衛星サービスに関する所見 

・ 2004 年における加入者向けサービスおよび小売サービスの成長率は 11％と、同産業の全

・ テレビサービスが 10％成長し、全体の成長を推進し続けた。 

・ 、シリ

・ オーブイメージ（Orbimage）社は、ネクストビ

・ して容量の価格下落が続いたことによ

 

4. 衛星製造に関する所見 

・ 2004 年に、米国の衛星製造業の売り上げは 15％以上減少したが、全世界の衛星製造業の

由として、以下の項目を挙げることができる。 

提供する打ち上げサービスが含まれる。 

打ち上げ産業のデータには、シャトルの打

ションは含まれない。 

衛星製造のデータには、

れる。 

打ち上げ

げが行われた年に実現される。 

すべての売り上げは、当該年度の

 

分野中で最大であった。 

ダイレクト・トゥ・ホーム

・ 衛星ラジオサービスの売り上げは 2004 年度に 200％以上の伸びを示したが、衛星サービ

スによる売り上げ全体から見れば、その売り上げは依然として 1％に満たない。 

XM Satellite radio 社（以下、XM 社）および Sirius Satellite radio 社（以下

ウス社）の両社が持つ加入者数は、2003 年には 160 万人であったが、2004 年末までには

440 万人に増えた。XM 社と Sirius 社の売り上げの合計は、2003 年には約 1 億ドルであっ

たが、2004 年には 3億ドルを超えた。 

デジタルグローブ（DigitalGlobe）社と

ュー（NextView）プログラムの一部として、国家地理空間情報局（NGA）から今後 4 年間

に最大 5億ドルに至る契約をそれぞれ受注した。 

トランスポンダーのリースによる売り上げは、主と

り、2004 年に 4％減少した。 

売り上げは 4％成長した。 

米国の売り上げが減少した理

政府支出の減少 
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2002 年の注文全体の減少 

・ 2004 年 られた衛星合計の 72％、衛星製造業の売り上げ総額

・ 衛星合計の 75％、売り上げ総額の約 84％を占めた 2003 年とほぼ同じ

・ 星は、打ち上げおよび製造に関する売り上げの大部分に寄与しているので、

 

5. 打ち上げ産業に関する所見 

・ 打ち上げ回数全体が減少した結果として、2004 年における全世界の打ち上げ産業の売り

・ 47％が民間関連であ

・ の大きい人工衛星打ち上げロケットタイタン IV（Titan IV）の打ち上げ回数が

・ 止衛星）17 基の打ち上げが発注された（アリアン社

 

6. 地上設備に関する所見 

・ 地上設備部門の成長は着実であり、2004 年には約 5％の成長率であった。 

ある。 

いる。

 

7. 衛星産業協会（SIA）による産業分析 

・ 2004 年には、衛星サービス部門が好調であったので、全世界の衛星産業は成長を続けた。 

・ 星産業が成

中は、政府関連が、打ち上げ

の 82％を占めた。 

これは、政府関連が

であった。 

政府関連の衛

このトレンドは 2005 年も続くと予想される。 

上げは、2003 年に比べて約 13％、2002 年に比べて 24％減少した。 

2004 年に行われた全世界の打ち上げ全体のうち、53％が政府関連、

った。2000 年には、全世界の打ち上げ全体のうち 66％が政府関連、34％が民間関連であ

った。 

売り上げ

少なかったので、米国の打ち上げ産業の売り上げは、2003 年に 66％であったものが 2004

年には 50％前後に減少した。 

2004 年には、新規の商業 GEO（静

（Ariane）7 基、ILS 社 7 基、シーローンチ社（Sea Launch）2 基、およびスターセム社

（Starsem）1 基）。 

・ 地上設備の価格は下落を続けており、主要なインフラ投資は事実上横這いで

・ ハードウェアの価格は下落しているが、最終利用者向けの販売ユニット数は増加して

最終利用者向け設備の中で最も売り上げの成長率が高いものは、DTH（ダイレクト・ト

ゥ・ホーム）テレビ用、高速インターネット用、衛星ラジオサービス用、およびモバイル

衛星サービス用である。 

・ この成長を主に牽引しているのは通信関連の政府支出とビデオサービスに対する消費者の

需要であり、この両市場において新規の利用者への応用が展開されている。 

ほとんどの部門で価格が下落し、利益率が減少しているが、今後 2～3 年は衛
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長することを示すいくつかの傾向がある。 

全世界における HDTV（高精細テレビ）の普及と、競争力のある新しい消費者ビ

然として好調であること。 

・ 航空機に て 

Kbps 

ネット・アクセス 

 

デオ市場の形成。 

政府や軍の支出が依

衛星製造に関する注文の復活。 

対するブロードバンド接続につい

上り 10Mbps 

下り 128～512

電子メール／インター
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（参考）「商業通信用帯域幅」の提供に関して 

帯域幅に対するニーズは、将来に要求される課

題

軍事システムを補完するための、商業通信用の

として残っている。その結果として、商業衛星通信が持つ能力の妥当な使用に関する長期的な

約束をすることが、米国政府にとって最善の利益となると捉えられている。委員会は、年間契約

オプションの使用を伴う複数年にわたる調達戦略が、産業界に対する十分な約束となり、必要に

応じて作業を解約するための十分な柔軟性を政府に与えることになると考えている。軍事業務を

サポートするための商業通信用帯域幅の調達に関し、この方法が最も効率が良く効果的な調達方

式である場合には、この方法の使用が推奨されている。 
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第II章 米国の衛星システム製造産業における技術トレンド 

I. 商業衛星システムの製造における技術トレンド 

1. 商業衛星の問題点 

通信衛星の能力は、その発電能力に大きく依存する。現在のほとんどの商業衛星は 8～10kW

クラスであり、現在最大のもので 15kW 程度である。衛星製造業者による衛星バスの提案によれ

ば、将来的には 20kW 以上のクラスになる予定もある。 

現在は C-バンドおよび Ku-バンドの衛星が最もよく使われており、現在の注文に関しては Ku-

バンドが主流となっているが、将来的には Ka-バンドが主流となっていくものと予想されている。

Ka-バンドは、衛星を使用したインターネット・サービスの需要が増大するにつれて、より幅広

く使われるようになると予想されており、最終的には、その後に Q/V-バンドが続くであろうと

考えられている。 

 

（1）衛星の生産日程 

衛星の生産日程に影響を与える最大の要因は製造業者がどのように日程管理をするかという点

にあるが、その他の多くの要因も存在しており、具体的には、顧客からの設計変更の要求や保管

の要請、完成および打ち上げ遅延から派生する要請などを挙げることができる。 

しかし、遅延が明らかである場合にも、このような遅延原因に関する情報は原則として公表さ

れないため、計数的に遅延要因を分析することには困難が伴う。 

フュートロン（Futron）社は、宇宙と衛星産業関連の研究およびコンサルティングを行う専

門家集団であり、その一環として、宇宙と衛星産業における安全リスク評価と市場予測を行って

いる。フュートロン社の分析によれば、過去 10 回の商業衛星の打ち上げに関して、すべての製

造業者が予定よりも長期間を要したこともあれば、予定よりも短期間で実施したこともあるとの

調査結果を示している。製造業者が生み出した要因によらない遅延効果（例えば、打ち上げの遅

延、顧客の資金調達の難航など）について調整を行った場合、生産期間は最短であったアストラ

（Astra）3A（ボーイング 376）の 15 カ月から、最長であったアストラ 1K（アルカテル・スペ

ースバス 3000）の 59 カ月という幅のある結果となっている。図 1 に示す通り、一部の製造業者

においては、その他の製造業者よりも変動が非常に大きくなっている。 

フュートロン社が、上記と同様の調整を行うことにより、製造業者別に過去 10 回の商業通信

衛星の打ち上げに関する平均生産期間について調査したところ、その範囲はロッキード・マーチ

ン（Lockheed Martin）社の 24 カ月から SS/ロラール（SS/Loral）社の 40 カ月までであり、全

体平均が 30 カ月であるとの結果が示されている。 

衛星の生産に関しては、信頼性および適時性という二つの要素が重要視される。信頼性は衛星

の長期的費用を決定する主要な要素であり、事業者と同様に保険会社にとっても重大な関心事項

となっている。プロジェクトの資金調達能力は金融機関が衛星の生産サイクルに不当なリスクが

ないと判断できるかどうかにかかっていることが多く、衛星プロジェクトに高額の投資を集める
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ためには、衛星の故障によってもネットワークが消滅しないと顧客が判断できるかどうかにかか

っている。 

 

図 1．フュートロン社による生産スケジュール分析 

 

（出所）フュートロン社 

 

図 2．フュートロン社による生産時間に関する分析 

 

   （出所）フュートロン社 
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同時に、販売開始までのリードタイムは、衛星サービスを提供する事業者および顧客にとって

重要性を増している。衛星の品質および信頼性に影響を与えうる要因という観点から見れば、リ

ードタイムが短いことが必ずしも良いこととは限らないが、衛星の納入リードタイムには商業的

に受容できる限度が存在している。さらに、認可を与える当局および取締機関としては、各建造

段階の日程と打ち上げ期限の達成について要求がなされる場合もある。 

前述のフュートロン社の分析は、欧米の主要な衛星製造業者の最新の生産サイクルを断片的に

調べたものにすぎないが、すべての製造業者の生産サイクルに変動があることを明白に示してい

る。 

比較的小型で設計も単純である衛星バスの一部は、それ以外のもの（例えばボーイング

376HP）よりも速く組み立てられることは明らかである。このことにより、製造業者がいくつか

の異なった製品群を提示している場合に、各衛星間のリードタイムの違いを部分的に説明するこ

とができる。既に軌道上にある同様の衛星について、当該衛星共通の欠陥が判明した場合には、

その後の衛星生産においては、修正を施した上で追加的な試験および製造を行うことが必要にな

るため、衛星の納入が予期せぬ形で遅延する場合もある（例えばボーイング 702/GEM シリーズ

など）が、これらは製造業者が要因となった遅延とは見なされていない。他方、設計・機能等が

類似している衛星であっても、一定の事業者では、可能な限り高度な信頼性を追求することを目

的として、追加的な試験を行う項目を契約に含めることにより、製造期間が他社と比較して長期

間となることもあり、結果として事業者間で生産期間の差異が発生するという結果も示されてい

る。 

フュートロン社では、以前、生産のスピードが速い場合には品質が低下するという予想に基づ

き、軌道上の信頼性と生産サイクルの相関関係について分析を行ったが、品質と信頼性は、衛星

を生産するために要した時間ではなく、実際には各製造業者の品質向上のための努力によるもの

であるとの結果が得られている。 

 

（2）商業衛星の新興アーキテクチャ 

通信衛星産業は現在に至るまで約 40 年間、新技術の開発と新規システムの展開を着実に行っ

てきた。これまでのイノベーションと成長は顕著であったが、近年におけるブロードバンド・処

理能力およびネットワークの成長という観点からは、衛星の通信能力は光ファイバー・ケーブル

システムの通信能力には及ばなかった。衛星産業が将来的にもビジネスとして成立していくため

には、新たな能力を身につけるための技術開発が必要であると考えられている。 

本節では、容量の大幅な拡大と一年間の運用に要する金額当たりのブロードバンド処理能力で

測定した費用の削減を可能にする新種の衛星アーキテクチャの概要を説明する。ワシントン DC

にあるジョージ・ワシントン大学のジョセフ・ペルトン（Joseph Pelton）氏の説明によれば、

ここでいう新種のジオプラットフォームは、極度に高レベルの周波数再利用を可能にする新しい

低質量アンテナの設計と、非常に低い経費の多機能型ユーザー端末を運用する能力を展開してブ

ロードバンドのモバイルサービスを提供するものである。 

全世界市場の需要に対応するための衛星通信技術の急速な進化と、光ファイバーケーブル技術

との競争上の圧力は、これまで 35 年間も続いてきた。商業衛星時代の初期には、衛星が 3～4

年おきに打ち上げられる都度、衛星の電話回線容量も 3～4 倍に伸びるという顕著な進歩が見ら

れた。さらに、新世代の各衛星が持つ寿命（すなわち、故障が発生するまでの平均期間）も、急
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速に伸びた。衛星および打ち上げの費用も急速に上昇したが、費用に対するネット効率指数も見

事に増大した。 

過去 15 年における衛星システム技術の全体的な改善パターンには、対費用効率の改善が急速

であるがそれほど劇的ではないという妥当に安定した傾向があり、軌道上のトランスポンダー一

台当たり、一年間当たりの対費用効率は、5倍以上には改善されていない。 

過去 15 年間に行われてきた技術開発については、通信性能の強化という要請に対応する形で

新技術が開発・提供されてきた。衛星の通信容量および電力に関して、全体的に能力向上が図ら

れてきた結果、ユーザー端末の小型化と低費用化も実現された。新たな衛星製造材料の開発、衛

星安定化システムの向上、バッテリーの能力の向上なども、衛星の費用対効率と信頼性を向上さ

せることに貢献してきたが、その主な技術としては以下のものを挙げることができる。 

・ 新しい高利得大開口径アンテナ 

・ 太陽光発電システムの改善と大規模化 

・ 打ち上げシステムの大型化、高能力化、および信頼性の改善 

・ 衛星寿命の伸長 

・ 新しい周波数帯の配分 

 

現在の研究開発動向から将来技術を見通した場合、大部分の新技術は従来のイノベーションの

延長線上に開発されていくものと予測されるが、通信性能を 1 ビット/Hz から最大で 4 ビット

/Hz 以上にまで高めることを可能とする新規の衛星モデムに関する新技術の開発と費用効率の向

上については、従来のイノベーションとは別の研究開発が必要となるものと考えられている。 

 

II. 軍事衛星に関する新パラダイム：作戦に対応する宇宙 

各種軍事ミッションに固有の作戦上のサポートを提供するために構築されたペイロードおよび

軌道を迅速に衛星システムに反映させる、またはそうしたサポートを全世界に、かつ軌道上を進

むスピードで地上システムに届ける技術が開発されれば、画期的な運用コンセプトを生み出すこ

とができる。この作戦対応型の軍事宇宙能力については、高感度かつ安価な打ち上げ機、高度に

モジュール化と標準化が進んだ衛星、および戦術的な再突入システムという三つの補足的技術の

開発が必要となる。 

 

1. 概要および背景 

交戦圏から人道的救援に至る軍事作戦を執行するためには、強健な宇宙配備能力が非常に重要

となり、その重要性が増していることが幅広く認識されてきている。宇宙システムは、伝統的に、

(1) 今日では GPS を使用する、測位、ナビゲーション、およびタイミング（PNT）、 (2) 通信、

および (3) 情報、監視、および偵察（ISR）並びに気象および戦略的警報を目的とした感知、

という三つの幅広いクラスのサービスを提供してきた。約 30 年間にわたる宇宙の軍事利用とい

う歴史において、こうしたシステムは非常に貴重であったが、ほとんどは司令官や戦闘員が持つ
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リアルタイムの戦術的ニーズに対して、遅い、高価である、敏感でないという評価がなされてき

た。 

軍事衛星は、若干の例外はあるが、概して数が少なく、交換が容易ではないため、軌道上の寿

命を長期間確保するように設計された大型の多機能プラットフォームとなる傾向が見受けられた。

核兵器に対する防衛能力の強化という要請が自然宇宙環境という苛酷な使用環境に関する技術的

要請に追加されれば、衛星の開発はさらに困難で費用のかかるものになる。GPS は例外であるが、

一般的には少数の衛星が非常に非効率的な生産スピードで建造されているという実情がある。こ

のような現状に加えて、打ち上げられるペイロードと同程度の費用がかかる静止軌道（GEO）へ

の投入を伴う打ち上げと、何億ドルにも上る典型的ミッション費用およびリスクを追加して計画

がなされなければならない。2005 年 11 月には、衛星一基が在庫中であったが、打ち上げキャン

ペーンが行われた。防衛宇宙システムは、それ自体が有する宇宙資産の希少性と高価であるとい

う性質を踏まえ、通常は国家的資源として取り扱われ、供給をはるかに上回る需要を満たすため

に連邦政府による一元的な管理が行われてきた。 

今日の宇宙システムと地上システムとの間で最も顕著である一つの違いは、出撃割合であると

捉えることができるが、この点を除けば、両者の間には類似性を認めることができる。一般的に

は、航空機、船舶、装甲車、およびその他の統合部隊の資産の軍事的能力は、一定程度の頻度で、

一定程度の準備期間があれば予測可能である。現在運用中である宇宙システムについても、一定

程度の範囲であれば、サービスの提供に関して予測可能な能力を持っている。 

いずれの場合においても、センサー・プラットフォームなどの限られた資源に関する競合が起

こり得る。しかし、地上システムは急速に展開でき、特定ミッション用の隊形を編成することが

可能であり、優先順位が変化した場合にも通知を受けてからすぐに修正がきき、平均的な能力を

上回る連続的な活動を強行することも可能であるが、今日の宇宙システムではこれらのことはい

ずれも不可能である。強健な戦術的能力を備えるためには、通知を受けてすぐにその場所へ行き、

影響を与え、関心の対象である物を投下または回収し、原則としてミッションの作戦を直接のニ

ーズと一致させる必要がある。 

作戦対応型宇宙パラダイムの中心を成す命題は、宇宙システムは、これまで実戦はおろか認識

されてもこなかった、この種の運用モデルに大幅に近づくことを可能にすることである。 

対応型宇宙能力に関する多くの運用概念が持つ第一の要素は、一定のミッションまたはシナリ

オにより要求される特定の機能を持つ衛星の打ち上げを急速に準備する能力に関するものである。

表 1 で提案される単純だが有用な枠組みは、機能、サイズ、および軌道に従って、各寸法で三

つのクラスにされた設定を持つ三つのグループに分けるものである。議論を単純化する観点から、

静止軌道と扁平度の高い楕円形軌道が同様の衛星に関して使用される傾向があり、これらを整理

して一つのカテゴリーとして取り扱われることが多い。正確度において若干の齟齬があるが、サ

イズのカテゴリーは以下の通りである。 

・ マイクロ／小型衛星（Micro/SmallSAT）：重量 10～100kg 単位、主電力 10W 単位 

・ 中型衛星（MediumSAT）：重量 100～1000kg 単位、主電力 100W 単位 

・ 大型衛星（LargeSAT）：重量 1000kg 以上の単位、主電力 1～10kW 単位 
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表 1．軍事用衛星の例 

 

 

GEO と楕円軌道は、警報、情報収集、気象観測、および全世界通信などのミッションを実行す

る大型衛星に関して最も注目が集まっている。バン・アレン帯の放射線の危険にさらされる MEO

（中高度）軌道は、今日のところ GPS 衛星群により使用されている。しかし、この軌道は、地

上のユーザー設備と GEO 上の先進全世界通信衛星とのインターフェースとなる衛星にとって魅

力的な特長を持っている。例えば静止状態で使用される発光体のような、MEO 軌道を使用する宇

宙配備レーダー（SBR）の構成も可能である。 

対応型宇宙能力に関し、少なくとも当初は LEO（低高度）衛星群が最も関心を集めているもの

と考えられる。SBR に関しても、アクティブなレーザーレーダー（Lidar）システムを含む電子

光学（EO）センサーに関しても、これは最も先進的な技術的な候補として捉えられている。LEO

は、宇宙通信ネットワークにアクセスする必要のある低電力ユーザー端末用として最短距離で使

用することができる。主ミッションを他に持つ LEO 衛星については、GPS 衛星群への拡張や通信

リレーなど、各種の補助的ペイロードを搭載することができる。 

証明済みの各種の隙間分野への急速な衛星配置能力を考慮することにより、興味深い運用コン

セプトが生み出される可能性がある。これは、想定外の早い時期に故障が発生した後や敵対的行

為の結果として、既存の衛星と単純に遅滞なく交替させるということと関連がある。軍事作戦に

おける宇宙の重要性が増大するにつれ、このような能力があれば重要なサービスの消失または拒

絶のリスクを緩和できるというものである。高感度衛星というコンセプトについても、衛星およ

び地上の環境を一巡する期間に運用を可能とするような設計が含まれている。 

その他のコンセプトとしては、特定のミッションまたは偶発事件に対応した新規の特定宇宙資

産の展開に関連するものを挙げることができる。アフガニスタンにおける無人航空機（UAV）の

運用に関連して最近発生した事例として、インフラが整っていない遠隔地にセンサーデータリン

クを素早く提供するニーズが生じたことがある。対応型宇宙能力があれば、吸気プラットフォー

ム上または責任範囲（AOR）のカバレージを最適化するように構成された衛星群中に残された端

末へとデータを伝達するために、適切なペイロードを搭載した中継衛星を展開することが可能に

なろう。 

低費用のマイクロ衛星、ナノ衛星、または小型衛星は、その大きさに応じて必要なハードウェ

アの種類が決定される。各種の小型衛星バスは、マイクロサット（MicroSat）、エアロアスト
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ロ（AeroAstro）、ユーロペイロード（EuroPayload）およびサレー・サテライト・システムズ

（Surrey Satellite Systems）などの各社により設計されている。これらについては、少なく

とも最初の一系統の対応型衛星に関して適切な宇宙船を提供するため、上記に説明した標準的ペ

イロード・インターフェースおよび電源システムの適切なサイズ設定を定義し、これを実現する

ことが求められる。 

モジュール式ペイロードは、既存の技術を活用して組み立てることが可能である。通信用トラ

ンスポンダーは成熟した産業製品基盤から構築され、具体的には、LEO が要求される有効範囲お

よび電力が小さいので有利となるであろうと考えられている。高性能の軽量 RF 開口アンテナは、

技術開発が困難な分野の一つと捉えられている。EMS テクノロジーズ（EMS Technologies）社な

どが行った革新的な設計により、このような製品がコンパクトな通信ペイロードに適した固定パ

ターンアンテナ、ビーム切り替えアンテナ、およびビーム形成アンテナ用に使用することが可能

との見方もある。 

スモールサット（SmallSAT）には、数種類のパッシブ型 EO センサが搭載されている。開口部

に高解像度の画像に要求される直径を持たせることが大きな課題であるが、低軌道であるために

問題解決は比較的容易であるものと考えられている。大きなサイズの衛星の中で、レーダーとレ

ーザーレーダー（Lidar）の両方のアクティブセンサに関する LEO 上での運用が既に成功してい

る。 

最新機上プロセッサ・プログラムにおいて開発された機上プロセッサは、数世代にわたって技

術的な進化を続けており、必要なデータ処理および信号処理を提供できるようになっている。 

対応型衛星システム全体の能力向上のためにさらなる技術進歩が必要とされる分野として、メ

モリと、アナログデジタル変換器（ADC）を挙げることができる。通常使われるシリコン製スタ

ティック・ランダムアクセスメモリ（SRAM）では、一部のシステムが行う比較的大規模なデー

タ保存に必要な電力効率（ビット／ワット）を達成することが困難であろうと見られている。一

方、非常に高密度でエネルギー効率が良く、不揮発性という利点を持つ各種の技術による解決が

期待されている。また、コンパクトなペイロード設計の多くはデジタル式に実行される機能の最

大化を目標としており、現在の技術よりも速い ADC のサポートが有用となるであろうと考えら

れている。最も期待されるアプローチは光学（光子を使用した）技術であるが、現在のプログラ

ムおよび資金配分に基づけば、望ましいレベルの解像度とサンプリングレートは当面利用できな

いであろうと見られている。 

 

2. タクサット（TacSat）の実験 

DOD の軍再編局（OFT：Office of Force Transformation）は、現在、宇宙への作戦対応型ア

クセスと短期戦術的利用を提供することを目標とする構想を打ち出している。TacSat-1（タク

サット 1）は、この構想に基づき、偶発事象に対応する作戦上の計画サイクル内での宇宙アクセ

スの利用を追及する最初の適応実験である。 

戦術通信衛星 TacSat-1 の目標の一つは、より幅広い構想の一つでもあるが、作戦上のユーザ

ーが宇宙資産およびその能力を使用できるようにすることである。OFT はさらに、TacSat-1 の

実験により、コンセプトと技術が共に進化した場合には、宇宙配備資産を最終的に共同タスクフ
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ォースの組織的な一部とするという政策展開を図ることも計画している。 

対応型宇宙能力に関するシステム機能は、高度に自動化されたマイクロ衛星バス、モジュール

式ペイロード、共通インターフェース、SIPRNET プロトコル（TCP/IP ベース）による任務およ

びデータの伝達、並びに低費用で迅速に対応する打ち上げを利用した作戦関連の宇宙能力までを

含むものである。これにより、故障が発生した場合の相互反応の欠陥および限界に関する調査も

可能となる。その結果、技術基盤の拡大と、リスクのある不利な行動の軽減が図られる。 

OFT の作戦対応型宇宙実験は、迅速で、調整済みで、作戦上関連のある実験的宇宙能力を戦術

的に利用可能とするよう考案されたものである。戦術マイクロ衛星も、戦術的または作戦上のタ

スクに関する強健かつ広域的で層別化されたセンサネットワークの確立に役立つ宇宙配備資産と

位置付けられている。 

この実験において最大の目標は、1,500 万ドル以内の費用（打ち上げ費用を含めて）を用いて、

1 年以内に運用中である既存のネットワーク（SIPRNET）を通じてタスクとデータを伝達する能

力を持つ作戦関連マイクロ衛星を開発し、打ち上げることとされている。 

さらに、この実験は、以下の四つの重要分野に関して宇宙の戦術的利用に至る最短経路を開発

するため、コンセプトと技術の組み合わせを実現するものとして捉えられている。 

i）  マイクロ衛星の設計および処理 

ii） 対応型とオンデマンド型の打ち上げ 

iii）宇宙を共同タスクフォース組織の一部とすること 

iv）対応型能力に必要な宇宙専門家およびプロセスの育成および開発 
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III. マイクロ衛星の製造が持つ意味合い 

小型（またはマイクロ）衛星の建造は、デジタル技術により推進された近年の製造方式の大幅

な進歩を利用するための機会を提供する。旧式の減算的な CNC（コンピュータ数値制御）手法か

ら加算的な製造および直接書き込み技術へと移行を図ることにより、デバイスは過去に例がない

ほど高度な信頼性と費用対効率をもって製造できるようになる。 

現在、複雑な電子回路と関連科学機器以外に衛星の製造原価を押し上げている要因となってい

るものとして、衛星サブシステムの製造原価が高価であること、同システムが大幅に人手に頼る

組み立てを必要としていること、従来のカスタムマッチング技術を使用した統合を図っているこ

と、生産される各衛星に対して徹底的な試験が行われていることを挙げることができる。先進的

な加算的製造技術は、建造方式を統合し、取り付け治具および工具の数を削減し、複雑な電子コ

ンポーネントを組み込み、反復的な生産工程を増やすことにより、これらの分野の原価をすべて

減少させることが可能となる。 

電源機能と熱管理機能、センサー、配線、および通信デバイスを衛星上部構造に直接組み込み、

埋め込むことにより構造全体を最適化するユニット化された小型衛星の建造方式は、小型衛星に

よる技術革新の主要な部分を占めるものである。太陽電池パネルにフラクタルアンテナを直接作

りこむことにより太陽電池パネルを衛星のより広い割合に拡大させ、発電能力を高め、アンテナ

と太陽電池パネルの展開機構部を省略することは、可能な統合の一例として挙げることができる。 

加算的製造方式による継続的な製造プロセスを採用することにより、熱管理機能、光ファイバ

ー、配線、センサー、および機器を小型衛星全体の構造中に結び付けることが可能になる。これ

は、個々のコンポーネントを合わせて組み立てるのではなく、衛星を層ごとに（一度に 1,000

分の何インチかを）組み立てることにより可能となるものである。これは小型衛星の製造方法の

急速な転換として捉えることができる。ソリッドステート型の加算的製造能力と直接書き込みエ

レクトロニクス技術、そしてミニチュア化された機器と無駄のない製造原理を組み合わせること

により、文字通りのボトムアップ方式で建造される完全統合型「科学船」として、小型衛星を効

率よく製造することが可能となることが期待されている。 

 

 

 69



 

 

第Ⅲ章 米国の衛星と宇宙産業の概要、トレンド、および見通し 

 

I. 宇宙、衛星事業および市場、製品に関する全般的な分析および見通し 

1950 年代の初めには小規模であった米国の宇宙産業と衛星産業は、顕在化した問題に対する

解決法を提示する形で発展してきた。最も初期の偵察衛星は、地域の境界線を越えずに、人身が

さらされる危険を減らしつつ敵を監視する手段として開発された。今日、このような衛星によっ

て、広大な地理的範囲にわたって通信、放送、情報の伝達を行い、かつては遠隔地や立ち入り不

能とされてきた場所にも情報を届けられるようになっている。これによって、より多くの知識を

探求並びに習得する機会がもたらされ、その結果として地球という惑星がますます小さな場所に

なっている。 

市民の保護および防衛、市民に対する一連の商業サービスおよび情報の提供、国家としての威

信、または技術的能力の提示など、いずれを目的とする場合でも、世界中の国々や民間産業は宇

宙関連事業により提供される利益および報奨を明確に認識している。 

しかし、報奨や利益にはリスクが伴う。宇宙という過酷な環境下で作業を行うという物理的な

困難に加えて、宇宙開発・利用は複雑で費用のかかる課題であることが、時間の経過につれて証

明されてきた。これにより、一部の者が望むほどの速さで宇宙利用能力を拡大することは不可能

であったが、今日の世界において宇宙が果たす役割は以前にも増して大きくなっている。 

 

1. 宇宙産業と衛星産業の定義 

宇宙産業および衛星産業に関する定義については、それぞれ異なった顧客層と市場を持つ複数

の事業部門から成る産業分野であることを反映して、それに関わる人ごとに定義が異なる。例え

ば、潜在的な顧客に依存する民間事業組織の内部にいる重役の立場から見れば、マーケティング

の方法や受注および履行のロジスティクスに関して深遠な違いがある。 

 

2. 現在の衛星と宇宙産業市場の概要 

現在は、宇宙産業と衛星産業に参画する上での好機と捉えることができる。主要な業務が軍事、

行政、または商業活動のいずれになったとしても、数え切れないほどの機会が存在しているため

である。宇宙と衛星産業に注目した場合に、以下のような事象を観てとることができる。 

1) 宇宙関連の政府資金が増大していること 

2) 衛星および打ち上げに関する商業的注文が回復し、安定化していること 
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3) NASA のリーダーたちが宇宙利用に関する NASA の構想と計画を再定義していること 

4) ガリレオ（Galileo）GPS プログラムの打ち上げや軍事的宇宙協力の問題に関する欧州連

合加盟国間での協議に伴い、宇宙が欧州の政策構想の中心に据えられつつあること 

5) 中国とインドが、今日の世界におけるその他のいかなるプログラムにも比肩する世界ク

ラスのプログラムを開発中であること 

6) 商業衛星サービスの市場が拡大を続けており、新しい市場の有効性が確認され、繁栄中

であること 

7) 起業家たちが、新しい宇宙インフラ構築の努力を追及していること（衛星または打ち上

げのいずれの業務に関しても） 

 

3. 衛星と宇宙産業の市場分野 

（1）政府 

宇宙開発・利用に対する政府支出は増加を続けている。米国の軍事および諜報における宇宙関

連支出は、ほとんどすべての主要宇宙資産をアップグレードまたは交換する段階にあるため、

2000 年以降 70 億ドル増加してきているものと推定されている。 

NASA の予算は、同局による「月から火星へ」を重視した探査構想用ハードウェアの開発に伴

って同局に新たに 10 億ドルの新たな予算配分がなされることもあり、増加を続けている。しか

し、このプロジェクトのプログラムはある程度規模を縮小して行われる予定となっている。 

欧州では、欧州連合（EU）構成国家と EU 間の協力に関して、技術開発能力、ニーズ、および

将来分野を自らが評価した結果、宇宙開発・利用が政治的および政策的に重要な議題とみなされ

るようになっている。宇宙開発・利用に配分される予算を今後数年間に現状から 50 億ユーロ増

額することを提唱する提案も行われている。独立した GPS システムであるガリレオに関しても、

初回資金が既に確保されている。 

しかし、中国やインドなどの新興工業国においては、米国、欧州、およびロシアの能力にほぼ

匹敵する規模の宇宙開発・利用プログラムが計画・実施されるようになっている。中国の宇宙関

連予算は過去 2 年間（2002～2004 年）に約 50％増大したと推定されており、インドは 2004 年

だけで予算を 24％も増額している。 

総じてみれば、世界中の政府部門における宇宙関連予算は、現在 450 億ドルを上回っている。

この数字は、国内（政府）向けや請負業者向けを含んでいるが、宇宙産業と衛星産業にとって中

心的な収入となっている。 

 

（2）衛星の製造 

現在、商業通信衛星に関する注文は回復しており、1990 年代前半と同じ年間 15～20 基のレベ

ルで安定している。2004 年には、製造後に軌道投入された衛星に合計で 76 個のペイロードが搭

載されたが、この内訳は民間が 17 個、政府が 59 個であった。この 59 個のうち、23 個が軍事用

のペイロードであった。 

ほとんどの固定衛星サービス（FSS：Fixed Satellite Service）事業者は、衛星を追加せず

に交換することを重視している。中型の衛星を使用した HDTV 信号の放送と衛星テレビやラジオ
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サービスの拡大が、衛星サービスの成長を推進している。米国とカナダで開始される予定である

「高速ブロードバンド」サービスも、予測を上回る消費者に受け入れられれば、成長と売り上げ

の拡大に寄与する可能性があるものと見られている。 

新しい企業が中型衛星市場の獲得を目指し、インドや中国の製造業者が開発途上国の契約の一

部を獲得することにより、民間市場の競争が激化することも予測されている。 

政府サイドの事業は健全に発展し続けていくことが予測されている一方、多くの主要プログラ

ムにおいて費用超過運営が問題となって業界にも影響を与えており、優先順位の低いプログラム

が政府によってキャンセルまたは先延ばしにされるという事例も見られるようになっている。 

 

（3）打ち上げ機 

2004 年には 54 回の軌道投入が行われたが、これは 1961 年以来最低の数字となった。ペイロ

ードの数が衛星利用業界の需要をはるかに下回っているため、打ち上げ市場は依然として競争が

激しい。2004 年の政府関連の打ち上げ市場は 50 億ドルに近い規模であったが、民間の打ち上げ

による売り上げは、10 億ドルをわずかに上回った程度であった。しかし、そのほとんどは国際

的な競争にさらされていない状況にある。 

このような事業環境において、打ち上げ業者が競争相手とのパートナーシップを形成する動き

が見受けられるようになっている。これは当初、顧客に対して柔軟性を提供し、マーケティング

費用を削減するための手段であった。米国政府を顧客とする、ボーイング社とロッキード・マー

チン社の EELV（Expendable Launch Vehicle：発展型打ち上げ機）製造と打ち上げ事業部との最

近の組み合わせは、純粋に費用節約手段として行われたものであったと捉えることができる。 

民間部門においては、インドと中国の参入により、アリアンスペース（Arianespace）社、

ILS 社、およびシーローンチ社の間の競争が激化するであろうと考えられている。さらに、新規

起業ベンチャー数社による最初の打ち上げ時期も近づいているが、これらの会社の市場参入は当

面、業界に対して衝撃を与えるものとは考えられていない。 

 

（4）地上分野（設備および施設） 

大規模な地上局から直接放送衛星の受信機や GPS チップセットに至るまで、この産業分野に

は、地上顧客によるデータ、ビデオ、および画像の受信、処理、配信、およびアクセスを可能に

するハードウェア、ソフトウェア、およびエレクトロニクス関連の多様な企業が関わっている。

これらの活動を総合すると、年間 100 億ドル以上の規模を持つ宇宙産業内で最大の産業部門と

して捉えられる。この産業部門は、専門製造業者と主要な電子機器会社を含む多様な市場である。 

 

（5）固定衛星サービス（FSS：Fixed Satellite Service） 

FSS 市場に参入している大手企業数社を民間投資会社が買収したことは、主流の投資家たちが

このビジネスモデルを確認するとともに、その有効性を認識するという効果があった。この市場

は能力余剰による価格設定の問題に対処しているところであるが、競争力と一般的な利益マージ

ンが確保できており、多額の自由なキャッシュフローが生み出されている。 

放送用の番組と IP データの伝達という主要業務を補充する形で、帯域幅に関する軍の需要が

増大したことにより、単独では DOD が、この部門の最大の顧客となっている。 
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（6）衛星ラジオ 

XM 社とシリウス社のユーザー数が 700 万人を超え、この数字は 2 年間で倍増すると予測され

ている中で、衛星ラジオ市場は産業として成立することが確認され、将来の繁栄が予定される市

場として捉えられている。 

自動車会社が新車の OEM 標準装備品として多くの衛星ラジオを取り付けているため、潜在的

加入者へのアクセスが急速に進んでいる。米国市場での成功によって、同様なサービスに対する

関心が世界中で再び高まりを見せている。 

 

（7）衛星テレビジョン（DBS） 

直接放送衛星（DBS：Direct Broadcast Satellite）テレビ市場は、依然としてケーブル（テ

レビ）事業者にとって重大な競争相手として考えられている。顧客をケーブルに引き戻すための

サービスのバンドル化が進められているが、衛星テレビサービスの加入者は増え続けている。現

在、米国では 2,300 万人以上、その他の世界では 500 万人以上が、複数チャンネルの番組、情

報、およびエンターテインメントについて、衛星を通じて提供を受けている。全世界の衛星テレ

ビの売り上げは現在、400 億ドルを上回っている。 

 

（8）リモートセンシング 

米国政府の二つのプログラムにより、衛星からの商業的な生データ供給に関するビジネスモデ

ルが顕在化してきている。国家地理情報局（NGA）は、高解像度画像設備の購入と次世代プラッ

トフォームの開発に 10 億ドルを支出している。民間市場は、画像衛星の建造と打ち上げの費用

を正当化するに足る規模には達していないが、拡大を続けている。世界中の軍事および諜報の組

織は、民間プラットフォームからのデータにより多くのニーズが満たされることを認識し始めて

いる。ユーザーは、より安価なコンピュータの処理能力と先進的な分析ソフトウェアにより利用

が進むであろうことを期待している。 

 

（9）VSAT（Very Small Aperture Terminals：超小型開口径端末） 

VSAT、すなわちいわゆるディッシュアンテナ（端末）サービスは、「Fortune 500」リストに

入る大企業を含めて、多くの大企業の間で幅広く受け入れられている。これらの会社はコンピュ

ータ・ネットワークを地域の事務所に接続し、情報やトレーニングを企業全体に配信し、金融や

クレジットカードの取り引きを安全に処理している。これらの方策は、中東、アフリカ、および

アジアで衛星通信サービスを提供している企業にとって好ましいソリューションと考えられてい

る。多様な地理的範囲全体に対してマルチキャストを提供する機能を用いて、地上システムから

では利用できないブロードバンドサービスも提供されている。これも、世界中の国家安全保障組

織にとって魅力的な特長の一つとして捉えられている。 

 

（10）衛星経由のブロードバンドサービス 

衛星産業による本分野への事業展開は、受信設備に関わる技術的な問題、高い原価、および過

去 2～3 年における投資資金の減少によって進展が遅く、サービスの進歩も限定的であった。現

在では、これらの問題は解決されたようであり、ワイルドブルー（WildBlue）社やテルサッ

ト・カナダ（Telesat Canada）社が新しいサービスを消費者市場に提供するサービスを開始し
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た。インマルサット（Inmarsat）1～4 およびボーイング社のコネクション（Connexion）を使用

したモバイル・ブロードバンド・サービスも、顧客基盤を生み出している。軍用および国家安全

保障用の接続が重要性を増している中、これらの顧客によるサポートが本分野における市場開発

を促進する可能性も指摘されている。 

 

（11）GPS（全地球測位衛星システム信号） 

開発当初は軍用アプリケーションであった全地球測位衛星システムは、現在では「全世界の公

益サービス」になっており、これを組み込むことが航空機、船舶、自動車、および携帯電話など

の多くの事業分野にとって死活にかかわる事項となっている。GPS チップセットを含む GPS 電子

回路や製品の価値を考慮した場合、今日の市場は 50 億ドル以上に達しており、5 年後には市場

規模は 3倍に拡大するという予測もなされている。 

 

4. 衛星と宇宙産業の将来の見通し 

政府予算が比較的に安定しており、ハードウェア、研究開発、および運用に関して年間 450

億ドルを超える資金が投じられている現状を踏まえ、本産業の成長は成熟期にあると考えること

ができる。また、ビデオコンテンツの放送、金融データの配布、および世界中の施設におけるネ

ットワーク経由での企業データベースへの接続を衛星に依存する Fortune 500 企業などの大企

業からの長期契約を維持する固定衛星サービス市場などの成長も、本産業の特徴と捉えることが

できる。 

起業という側面からは、複数チャンネルテレビ放送市場におけるケーブルの独占状態との競争、

あるいは、地上インフラが不十分である場所へのサービスの提供（たとえば、米国におけるデジ

タル衛星ラジオや中東におけるインターネット・サービス）を目的とした衛星の採用に成功した

企業など、多くの事例が見受けられるようになっている。 

宇宙産業と衛星産業は、1950 年代後半以後、政府予算、経済状況、新技術やビジネスベンチ

ャーの発展など、外部要因に基づいて前進と後退を経験してきた。 

本産業の将来については、顧客や資金提供者に「衛星ソリューション」を販売する能力にかか

っていると考えることができる。また、業界のリーダーたちが起業家たちをサポートするか、そ

れとは逆に技術革新の抑制または妨害を試みるかにもかかっている。 

2010 年までの本産業各部門の売り上げおよび市場規模を示す国際宇宙産業評議会（ISBC：

International Space Business Council）の宇宙と衛星産業予測データによれば、本産業の成

長率は、2006 年が 8.97％、2007 年が 7.33％、2008 年が 6.20％、2009 年が 5.47％、2010 年が

5.62％と予測されている。 
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第Ⅳ章 無線周波数スペクトル配分に関するプロセスおよび手続 

 

I. 無線スペクトル取得に関するプロセスおよび手続 

1. 米国におけるスペクトル配分 

歴史的に見て、ユーザー間の干渉や混雑に対する懸念は、スペクトル管理の推進力となってき

た。FCC（連邦通信委員会）と NTIA（米国電気通信情報局）は、電波スペクトルの「配分」と

「割当」という二つの主要なスペクトル管理機能を通じて、干渉を最小化するための作業を行っ

ている。 

FCC は一部の周波数帯について、無免許での使用を許可している。ユーザーはこのスペクトル

を使用するための免許を取得する必要はない。干渉が発生しない限り、無制限の数の無免許ユー

ザーが周波数を共用することができる。従って、割当プロセスは無免許デバイスの使用には適用

されない。他方、無免許設備の製造業者は、無免許デバイスの運用・販売を開始する前に FCC

の認可を受けなければならない。FCC がスペクトルの一部を一社に割り当てる場合、その免許は

排他的と見なされる。 

二社以上が同一の排他的免許を申請した場合、FCC はこれらを相互排他的な申請として分類す

る。一社に免許を与えると、その他の一社または複数の会社には免許を与えることができない。 

FCC は 2005 年 11 月 30 日付で、同一免許の競合申請に関する選択を目的として 59 回の競売を

行い、145 億ドルの国庫収入を生み出した。しかし、競売にかけられたのは免許全体のうち非常

に小さい割合に過ぎなかった。具体的には、FCC は約 5 万 6,100 件の免許を競売したが、これら

は免許全体の約 2％に過ぎなかった。その他の 98％の免許は、その他の手段により割り当てら

れている。競売に付されないスペクトルに関し、連邦政府は 2006 会計年度予算案において、効

率的なスペクトルの利用を促進する目的で手数料などの経済的メカニズムを使用する権限を FCC

に与えることを提案した。行政管理予算局（OMB：Office of Management and Budget）によれ

ば、この提案により公共の利益およびスペクトル管理の原則に基づいて未競売のスペクトル免許

に関するユーザー手数料を設定する権限が FCC に与えられ、スペクトルの価値を免許保持者に

内在化させることにより効率的なスペクトルの使用が促進されるとしている。 

政府説明責任局（GAO：Government Accountability Office）による最近の確認によれば、

FCC は現在、スペクトル配分に関して大幅に命令統制方式（command-and-control）のプロセス

を採用している。すなわち FCC は、各地理的範囲において、異なった周波数帯で放送、衛星、

またはモバイル式ラジオなど、どの種類のサービスが提供されるかを判定・制限するために行政

上の判断を行っている。さらに、FCC が配分するほとんどの周波数帯に関し、FCC は任意の周波

数帯域におけるスペクトルの使用に関する諸条件を定義するためのサービス規則を示している。

これらの規則は、通常、適格性の基準や、関連する会社が提案できるサービスに関する制限、並
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びにそれらの会社が使用できる技術および電力レベルを指定するものである。これらの判断によ

り、ユーザーが自ら選択するサービスおよび設備を提供する能力が制限される場合もある。 

FCC は、一定の周波数帯内において、運用上および技術的により大きな柔軟性を示している。

具体的には、セルラーおよびパーソナル通信サービス（PCS：Personal Communication 

Service）を含む商業移動無線サービス（CMRS：Commercial Mobile Radio Service）に対する

FCC の規則は、より制限が緩いものと考えられている。これらの規則に基づき、無線電話事業者

は、使用する技術、サービス、およびビジネスモデルを自由に選択できる。これとは対照的に、

スペクトルユーザーは、テレビ放送サービスに関して配分された周波数帯の中でこうした選択を

行う余地が比較的に少ない。 

主要な周波数帯域全体における現在のスペクトルの割当は、無線、放送、および衛星である。

衛星スペクトルの場合、スペクトルの割当は、直接放送衛星（DBS）およびデジタル音声ラジオ

サービス（DARS：digital audio radio service）という二つのカテゴリーに関する適用または

競売により行われる。 

 

（1）競売政策 

議会におけるスペクトル政策に関する検討は、経済的に、技術的に、また規制上で複雑である

という特徴を持っている。米国におけるスペクトル管理および政策の有効性に対する批判が高ま

っている。スペクトル管理に関して競売が果たす役割に関する疑問は、既存の競売プロセスに関

する議会承認が 2007 年に期限切れとなるので、切迫した懸念と捉えられている。スペクトル競

売による収入は現在、連邦予算の一般歳入に分類されている。 

第 108 議会（2004 年）においては、スペクトル移転基金（Spectrum Relocation Fund）が創

設された。この基金は、現在連邦政府用に配分されているスペクトルのうち、指定されたものの

競売による収入を留保したものであり、商業用に競売されるスペクトルを明け渡した連邦機関に

対しては、その価格が同基金から払い戻される。第 109 議会（2005 年）の法案 H.R. 1323（ミ

シガン州のステュパック下院議員提出）は、競売収入を特定目的の特定資金に充当する目的で提

出された数本の法案のうちで最初のものである。第 108 議会では、スペクトル免許の配分に関

する調査を 2005 年 10 月までに行うことが行政府に対して要請された。この報告書の結論は、

スペクトル政策および競売プロセスの変更に結実する可能性がある。議会は、アナログテレビ放

送からデジタルテレビ（DTV）放送への移行を奨励する計画の一部として、放送会社が現在占領

している貴重なスペクトルを開放する方法についても検討がなされる可能性がある。開放された

スペクトルの全部または一部に関する競売収入をどのように使用するかが、議会における議論の

対象となる。この資金は、例えば、DTV への移行の促進や公共安全に関わる通信の改善を目的と

して、あるいは予算の赤字減少に役立てるために使用される可能性もある。 

同じ場所で同時に同じ周波数を用いて二つ以上の送信を行えば干渉（信号の歪み）が発生する

可能性があるため、FCC では、特定周波数のユーザーに対する排他的免許制度の開発および改良

を、何年もかけて行ってきた。FCC は、伝統的に、「比較聴聞（comparative hearing）」と呼

ばれるプロセスを使用し、その後にはくじ引きを使用して免許を交付してきた。スペクトル免許

の割当に競争入札（すなわち競売）を使用するアイデアに関して何年もの議論が重ねられた後、

1993 年のオムニバス予算調整法（Omnibus Budget Reconciliation Act、47 U.S.C. 927）によ

り、通信法（Communications Act）に第 309 条(j)項が追加され、一定の無線通信サービスに関
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するスペクトル免許を与える目的で競売を使用する権限が FCC に与えられた。1997 年の均衡予

算法（Balanced Budget Act）には、競売に関する追加的な規定が盛り込まれた。 

免許が競売される主なサービスのカテゴリーは商業移動無線サービス（CMRS）と呼ばれるも

ので、これにはパーソナル通信サービス（PCS）、セルラー、ほとんどの特化モバイル無線

（SMR：Specialized Mobile Radio）、モバイル衛星サービス（MSS：Mobile Satellite 

Service）が含まれる。一部の例外はあるが、加入者を求めて互いに競争する同様なサービス間

の規制上の同等性を確保するために、CMRS のプロバイダーはコモンキャリアとして規制されて

いる。FCC は、申請が相互排他的（すなわち二つの免許が、同じ周波数帯では相互干渉を起こさ

ずに運用できないであろう状態）であり、かつサービスが主として加入者向けである場合に限り、

競売を行う権限を持っている。 

 

ア 競売規則 

1934 年通信法（改正版）は、FCC に競争入札方式の策定を指示している。FCC は、当初、各競

売に関する規則を別々に（一部は共通要素を用いて）策定したが、数年の試行錯誤の後に一般的

な競売の規則および手続き一式を公表した。特定の競売に関しては特別の要求条件が課せられる

ことがあるが、以下に示す原則が一般的に適用される。審査メカニズムとして、すべての競売に

関して競売開始前の申請書の提出と前払金の支払が入札者に要求される。ほとんどの競売は同時

式複数ラウンドの入札により行われ、FCC は電子通信を使用して、関連免許の大型のセットに関

する入札を同時に受け入れる。入札者は、すべての免許に関して入札が中止されるまで、提示さ

れたどの免許に関しても連続ラウンドで入札できる。免許は定期的に更新しなければならないが、

免許を落札した者は、FCC の規則を遵守している限り、その免許を永続的に保持できると一般的

に認識されている。 

一部の競売に関して、FCC は新興企業と呼ばれる中小企業に対して特別な入札上の優遇措置を

与えている。中小企業とは、年間の売り上げ高が 1 億 2500 万ドル未満であり、かつ総資産が 5

億ドル未満であるものを指す。競売開始後最初の一年程度の間、FCC は女性および少数民族がオ

ーナーである企業や地方の電話会社（これらは指定入札者と呼ばれる）に対しても元来は特別な

規定を設けていた。政府のアファーマティブ・アクションは過去に差別があったことを証明する

ための「厳格な審査」に合格しなければならないとする判断を 1995 年に最高裁判所が下した後、

FCC は指定入札者の資格が与えられる企業のリストから、女性および少数民族がオーナーである

企業を除外した。業界からは、競売に参加する一部の中小企業が、実際には大企業の代理である

という懸念が表明されてきた。大企業は、競売における指定入札者規則の制限に納得せず、その

規則をなくすよう FCC へのロビー活動を行っていたと言われている。 

 

イ サービス規則 

FCC は、免許が使用される新規の各サービスに関しても、サービス規則を策定している。免許

は、帯域幅と地理的なサービスエリアに基づいて交付される。免許一件当たりのスペクトル、免

許の数、および指定スペクトルの使用条件に関する「バンドプラン」と呼ばれる FCC の計画が、

新規の無線サービス用に策定されている。免許は、小さい地域、大きな地方、または国土全体の

いずれをも対象とする場合がある。 

サービスエリア関連で使用される用語として、概ね都市部に相当する基本通商地域（BTA：
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basic trading area）、アメリカ合衆国を同様なレベルの地理的な 51 区域に分割する BTA の組

み合わせである主要通商地域（MTA：major trading area）、MTA の組み合わせであるリージョ

ン（region）などがある。商務省が経済予測用に定義した大都市統計地域（MSA：Metropolitan 

statistical area）、地方サービス地域（RSA：rural service area）、経済地域（EA：

economic area）、および主要経済地域（MEA：major economic area）も、FCC は一部のスペク

トル競売のサービスエリアを説明するために用いられている。 

FCC は、新規のスペクトル免許取得者による免許価値を最大化するため、無線サービス規則の

一部を変更した。主な変更点としては、効率を高めるための免許取得者による免許の分割の許可、

免許取得者間でのリージョンの共用、並びに PCS の競売において購入したスペクトル中に現存

するマイクロ波免許取得者に対するリロケーションの促進などがある。 

 

ウ ネクストウェーブ（NextWave）社 

PCS に配分されたスペクトルの一つで、C ブロックと呼ばれるものの競売によって、FCC は法

的問題に直面した。新興企業向け競売とも呼ばれた当初の C ブロックの競売において、FCC は競

売における大企業との競争を促進する目的で、中小企業に入札に関する優遇措置を与えていた。

落札者は 10％の頭金を支払うだけでよく、残りは市場より低い金利で 10 年以内に支払えばよい

という内容であった。 

1996 年の競売において、ブロードバンドの C ブロック免許は総額 102 億ドルの入札を得て競

売された。しかし、1997 年の中盤までには、免許落札者の多くが支払の不履行に陥った（最も

顕著であったのがネクストウェーブ・テレコム社（NextWave Telecom Inc.）であった）。FCC

は 1997 年 9 月に、C ブロック免許取得者に対して債務の組み換えに関するオプション一式を提

示した（このオファーは、1998 年 3 月に変更された）。しかしながら、一部の免許取得者は破

産状態を維持することにより、C ブロックスペクトルの再競売を免れようとした。1999 年およ

び 2000 年に連邦控訴裁判所が下した一連の判断に関する自らの解釈に基づき、FCC は支払いが

なされていない免許をキャンセルし、そのスペクトルの再競売を行った。この支払不履行免許に

関する競売（オークション 35）は 2001 年 1 月 26 日に完了し、168 億 6000 万ドルが国庫に納め

られることとなった。 

コロンビア特別区を管轄する連邦控訴裁判所は 2001 年 6 月 22 日に、ネクストウェーブ社の

免許を取り返す法的権利が FCC になく、216 件のライセンス（158 億 5000 万ドル相当）がベラ

イゾン・ワイヤレス（Verizon Wireless）社など後の競売の落札者でなくネクストウェーブ社

に帰属するという判決を下した。 

その後、連邦最高裁判所は、破産法上の保護を受けるネクストウェーブ社の権利と FCC のス

ペクトル配分権のどちらが優先されるかという審理を行うことに合意した。最高裁判所は 2003

年 1 月 27 日に、免許を回収する権利が FCC になかったとする控訴審判決を支持し、ネクストウ

ェーブ社を勝訴させた。その後、ネクストウェーブ社は論争のある一部のスペクトルを、2005

年 1 月の競売用に FCC に返却することに合意した。 

 

（2）スペクトルの価値 

スペクトルの価値は、帯域幅、その周波数特性（スペクトルの部分により信号伝達特性も異な

る）、カバーされる地理的エリア、FCC 規則により許可されるサービス、その周波数で運用でき
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る設備の入手可能性、その他のバンドと干渉を起こさないサービスに対する需要、同様のサービ

スに関して既に使用可能である代替周波数帯域、その周波数帯に現存する既利用者の数、そして

既存利用者が周波数帯に残るかその他の周波数帯に移るかなど、多くの要因により異なる。スペ

クトルの価値は、隣接するバンドがまとまって大規模なブロックを形成している場合や、そのス

ペクトル内に同じ周波数を使用する既存利用者である免許取得者がいない場合には、大きくなる

場合がある。 

議会予算局（CBO）は計画されたスペクトル競売から予想される年間収入を計算し、年間報告

書である「The Budget and Economic Outlook（予算および経済の見通し）」に歳入推定額を盛

り込んでいる。2005 年 1 月の報告書では、2006 年から 2015 年までの期間におけるスペクトル

競売収入が 150 億ドルと推定されている。 

競売により期待される収入は、その他の連邦支出を埋め合わせる収入として使用されている。

1990 年の予算執行法（Budget Enforcement Act）に従い、競売による収入は、その他のプログ

ラムの資金としては使用することができない。 

現在のところ、FCC は過去の競売により 140 億ドルの収入をあげているが、そのほとんどは連

邦政府の一般歳入として国庫に納められている（FCC は、競売費用をカバーする目的で、競売収

入のごく一部を自らの収入に計上している）。1996 年にネクストウェーブ社などの企業に与え

られ、異議が申し立てられた C ブロックおよび F ブロックの免許に関する約 100 億ドルは、そ

のうち一部は回収可能かも知れないため、上記の合計金額には含められていない。免許に関して

46 億ドルの負債を持つネクストウェーブ社は、同社を破産から立ち直らせる再生プランの一部

として、FCC を含む債権者への全額返済を合意している。同社は、異議のあった免許の一部に関

し、ベライゾン・ワイヤレス社への譲渡（39 億 3000 万ドル）と、シンギュラー・ワイヤレス

（Cingular Wireless）社への譲渡（14 億ドル）を完了している。ネクストウェーブ社が FCC に

返却したスペクトルの再競売により、約 200 万ドルの入札クレジット差し引き前で 22 億ドルの

収入が発生している。 

 

II. 米国のスペクトル配分政策の見直し 

近年では、政府主導の二つのタスクフォースが米国のスペクトル政策を検証している。FCC は、

FCC のスタッフにより構成されるスペクトル政策タスクフォースを設置し、スペクトルの使用に

より生まれる公共の利益を増大させるスペクトル政策の変更に関する同委員会の認識および評価

を支援している。同タスクフォースは 2002 年 11 月に、より市場に準拠したメカニズムのスペ

クトル配分に関する使用の促進を含む多くの勧告を盛り込んだ報告書を公表した。FCC は、スペ

クトルのリースに関する規則の策定を含めて、同タスクフォースの勧告のいくつかを既に実施し

ている。 

行政支部、機関、および部局の長により構成される連邦政府スペクトル・タスクフォースは、

国家安全保障、公共安全、科学研究、連邦輸送インフラ、および法執行を含めて、政府が使用す

るスペクトルを検査した。商務省は、2004 年 6 月に、タスクフォースの所見に基づく二つの報

告書を公表した。これには、連邦政府によるスペクトルの使用を改革するための数多くの勧告が

盛り込まれている。 
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具体的には、政府機関がスペクトルをより効率的に使用するためのインセンティブの採用を商

務省は勧告したが、2003 年に GAO が示したとおり、スペクトル管理に関する責任が FCC と NTIA

の間で分岐することは、改革の妨げとなる。GAO は、FCC と NTIA はいずれも、スペクトル管理

に関する最終的な決定権も基礎的な改革を行う権限も持っていないと結論付けている。同時に、

スペクトル改革に関する単一の決定者が存在しないため、GAO はスペクトル管理を包括的に検査

する独立委員会の設置を検討することを議会に勧告した。現在のところ、そうした委員会は設置

されていない。 

元国防長官とエネルギー省長官であったジェームズ・シュレジンジャー氏が率いる戦略国際研

究センター（CSIS：Center for Strategic and International Studies）が 2003 年に行った研

究においては、米国のスペクトル管理を監督する役職を大統領府が設置するべきであるとの結論

を示している。スペクトルの問題には、FCC と NTIA 以外にも多くの省庁や機関が関わっている

ため、新技術により多くの異なったユーザー間により多くのスペクトルに関する需要が生み出さ

れている今日においては、現行制度が時代遅れになってしまっているという主張である。 

CSIS では、既存の構造を置き換えるための現実的な提案を作成するために、スペクトル管理

を研究する委員会を設置したと主張している。同センターのスミス氏は、「人々は非常に広範囲

にわたる画期的な解決法を何度も考案したが、採用されなかった。私どもが欲しているのは現実

的な解決法である」と語っている。 

・ この報告書では、米国のスペクトル管理に関して、以下に示す四つの主要な問題が示され

た。政策の手引きとなり、投資家に対する確実性と革新者に対する明確性をより大きな範

囲で提供するため、スペクトルの使用に関する長期的な計画またはビジョンがないこと 

・ スペクトル政策に関する連邦組織間の論争を解決するための効果的なメカニズムがないこ

と 

・ 国際的なスペクトル交渉において困難な局面が増えていること 

・ 新技術の開発から使用までの潜在的な遅れが、米国の安全保障および経済成長に与えるリ

スク 

 

1. スペクトル政策に関する現在の問題 

スペクトル政策改革に関する差し迫った問題として、スペクトルの競売に関するものを挙げる

ことができる。FCC が持つ競売の権限は、2007 会計年度末に失効し、継続性を確保するために

は、議会はそれまでに既存の権限を延長するか、またはスペクトル競売を支配する法律を修正す

るための法案を可決しなければならない。この問題はスペクトル配分の方法（競売またはその他

の方法）と収入の使途という二つの部分から成るが、いずれも議会にとって重要な関心事項とな

っている。議会は、スペクトル政策の実施において FCC と NTIA が果たす役割の見直しを検討す

る可能性もある。 

政府説明責任局（GAO）は、2002 年に発表した調査書の中で、FCC および NTIA のスペクトル

管理政策を批判する勧告を行っている。その勧告の中には、FCC と NTIA が国家のスペクトル政

策の作成に関する報告書を作成し、議会に提出するという提案も盛り込まれている。同報告書で

は、米国に統一された政策がないため、国内的にも国際交渉においてもマイナスの結果が発生し
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ているという見方も示されている。これを受けて GAO が 2003 年の前半に発表した報告書では、

スペクトル管理改革の必要性を評価するための独立委員会の設置に関する議会の検討が進言され

ている。 

 

（1）情報改革とテロリズム防止法 

同法（P.L. 108-458）においては、スペクトル政策に関わる規定も盛り込まれている。タイ

トルVIIサブタイトルE「公共安全用スペクトル」は、公共安全および国家安全保障に使用でき

る 700 MHZの周波数帯域を増やす議論の価値を認識した規定が、その例である。 

同規定は、FCCに対し、国家安全保障局長官およびNTIAと相談した上で、700 MHZの周波数帯域

を増やす可能性を含めて、公共安全用のスペクトルのニーズを研究することを指示している。こ

の研究結果は、2005 年の年末までに提出された。この法律からは、現状ではテレビ放送会社が

保持している 700 MHZのスペクトルを適時に返却させるための包括的なアプローチを確立するた

めに、第 109 議会（2005 年）は活動しなければならないという議会の意識を読み取ることがで

きる。 

 

（2）スペクトル政策に関するブッシュ政権の計画 

ジョージ・W・ブッシュ大統領は、2004 年 11 月 30 日に、行政省庁および行政機関の長官宛に、

連邦政府用に割り当てられたスペクトルの管理を改善するために行うべき措置に関するメモを発

行した。これらの措置のほとんどは、連邦政府スペクトル・タスクフォースが 2004 年 6 月に大

統領宛に発行した報告書中で行った勧告を実施するためのものであった。そのメモの内容は、以

下の通りである。 

「スペクトル管理に関する既存の法律的および政策的な枠組みは、技術およびスペクトルの使

用における急劇な変化に対応できていない。連邦政府は、スペクトルの使用における変更を、原

則として既存の枠組みに従って確認している。このプロセスは進行が遅く、柔軟性を欠くことが

しばしばあり、新技術導入の障害となる可能性がある。政府機関を含む一部のスペクトルユーザ

ーは、スペクトルに関する既存のプロセスが、現在の重大な使用を保護するニーズに対して不十

分な形でしか対応していないと論じている。」 

これに対応するため、複数段階からなるスペクトルに関するニーズの分析が集められる予定と

なっている。国家安全保障局長官が「公共安全コミュニティーが使用する通信スペクトル、並び

に政府業務の継続に関連する問題に対処するために」スペクトルニーズ計画の策定を指揮するこ

とは、注目に値するものと考えられている。同時に、商務長官も連邦戦略スペクトル計画を策定

することを予定している。2005 年末までに策定された。これら二つの計画は、国家戦略スペク

トル計画の重要な要素となるものと考えられている。 

 

（3）ユーザーライセンス料金 

大統領予算教書は 2004 会計年度において、また 2006 会計年度においても再度、1)FCC が持つ

競売権限を不定期的に延長すること、2)競売に付されないスペクトル免許に関してはユーザー

料金を徴収すること、3)議会により強制されるデジタルテレビへの移行の一部として、放送会

社が保持しているアナログテレビスペクトルに関する年間リース料金を支払わせること、を提案

している。議会は、商業スペクトル強化法（Commercial Spectrum Enhancement Act）において、
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政府説明責任局（GAO）の長官が「連邦通信委員会が実施している国家商業スペクトル政策を検

査し、2005 年 10 月までに所見を報告すること」を行政府に対して要請している。GAO は、放送

技術および無線技術に関する経済の趨勢に照らして免許競売の影響を検証することを計画してい

る。 

これは、競売プロセスが制度化される前に（すなわち、無料に近い形で）受け取ったスペクト

ル免許の保持者が、競売プロセスを通じてスペクトルを購入した免許保持者よりも経済的に有利

か否かを調査することになる。GAO は、異種のスペクトル配分方法が新しいサービスの導入にマ

イナスの影響を与えてきたかどうかも評価することを計画している。この調査の結果は、競売以

外の手法による免許の割当に関してライセンスユーザー料金を導入すべきというブッシュ政権の

提案、並びにライセンス料金の徴収が無線産業と放送産業の競争力に与える影響に関して議会に

提出された評価と対比される形で確認されることとなっている。 

 

（4）新たなトラスト資金 

特定目的での使途を目的としてトラスト基金が創設された前例に基づき、ステュパック下院議

員は、競売収入の一部を公共安全用の通信システム改善のための補助金用に受託する法案である

公共安全相互運用可能性実施法案（Public Safety Interoperability Implementation Act、

H.R. 1323）を提出している。特定目的でのトラスト基金を創設するその他の法案の提出も予想

されている。 

この公共安全相互運用可能性実施法案は、米国の国庫内に公共安全通信トラスト基金を創設し、

その原資として三会計年度にわたり毎年約 5 億ドルの拠出と、スペクトル競売収入の一定割合

を充当するというものである。この基金の管理は、商務長官が任命する 5 名の理事が構成する

理事会との相談により NTIA が行うこととされる。この理事会は国家安全保障局との相談を行う

が、一名または複数の代表者が理事会において国家安全保障局を代理することもできる。NTIA

の管理人は公共安全組織およびそれに関連する機関または組織が持つ「通信ニーズに関し、… 

相互運用可能性と近代化を実施する目的で」同基金から補助金を拠出する。補助金は、機関相互、

または地域的な複数の管轄区にまたがる相互運用可能性プログラムを提案する者に優先的に与え

られる。 

 

（5）中小企業ローン 

ボ ビ ー ・ L ・ ラ ッ シ ュ 議 員 が 提 案 す る 法 律 は 、 中 小 企 業 庁 （ Small Business 

Administration）内に電気通信財務局（Telecommunications Finance Office）と電気通信スペ

クトル導入ローンプログラム（Telecommunications Spectrum Installment Loan Program）を

創設し、競売でスペクトルを購入するための直接ローンを提供させるというものである。競売ま

たは二次的市場でのスペクトル購入および必要設備に関しては、ローン保証も提供される。

1934 年通信法（改正版）は、改正中小企業法が定義する電気通信関連の借り手としての資格が

認められた競売参加者からの、現金でなく信用状の受け取りを FCC に許可する目的で改正され

ることが見込まれている。 
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第Ⅴ章 衛星事業に関する負担、責任、および保険：米国政府の政策お

よびプログラムが衛星関連の保険に与える影響 

 

I. 米国の商業宇宙輸送におけるリスク配分の背景 

1. 1988年以前の商業宇宙輸送に関する責任リスク管理 

1984 年の商業宇宙打ち上げ法（CSLA：Commercial Space Launch Act、公法 98-575）は、商

業的な打ち上げから発生する米国政府の責任について規定したものである。この法律は、米国が

負う国際的義務（49 U.S.C. App. 2615）を踏まえ、運輸省（DOT）が必要と見なす金額に相当

する責任保険への加入を打ち上げ免許取得者に要求することにより、打ち上げ責任に関する米国

政府の懸念を払拭することを目的としたものである。DOT は、司法長官およびその他の適切な連

邦機関と相談した後に、適切な保険金額を規定することになる。しかし、CSLA は、米国の潜在

的責任への対処に適切と見なされる保険金額を決定する上で DOT が依拠できるその他の指示を

規定していない。 

さらに、政府の施設またはスタッフが、打ち上げまたは打ち上げ現場の運営に関与した結果、

発生する責任、損失、または損害から米国および政府の機関とスタッフを保護する目的で、責任

保険および免責契約の要求を含む適切な手段を決定するための裁量権が DOT に与えられた（49 

U.S.C. App. 2614）。 

これらの要求条件を規定する上で、米国議会は米国政府が負う条約上の責任を認識し、条約に

基づいて米国が負う国際的な責任に相応な免許権限を DOT に与えた［S. Rpt. No. 98-656, 

98th Cong., 2nd Sess. at 14（1984）］。国際的な請求に関し、米国政府は条約に基づく米国

政府の責任を担保するために、免許を取得した打ち上げ事業者からの拠出を要求することができ

た。DOT が保険の要求条件を規定するが、民間打ち上げ事業者は商業的打ち上げから発生するす

べての第三者の損害に関し、潜在的な責任を無制限に負い続けた。実際上、この取り決めが行わ

れた後も、免許が与えられた打ち上げの結果として発生する可能性のある最大の損失に関する免

許取得済み打ち上げ事業者の潜在的責任は残っていた。 

レーガン大統領が 1984 年 2 月に署名した大統領命令第 12465 号は、それ以後同年中に可決さ

れた CSLA と共に、米国の打ち上げ産業の商業化に関する法的および政策的な枠組みを構成し、

安全規制に関する責任を DOT に負わせた。CSLA によって商業的打ち上げの免許に関する法的な

枠組みが制定されたが、米国の打ち上げ産業商業化の進展は遅かった。1986 年のチャレンジャ

ー号の事故発生後、同年中に発行された国家安全保障に関する大統領指令第 254 号は、民間お

よび外国のペイロードを積んだスペースシャトルの打ち上げを禁止することにより、打ち上げサ

ービスの商業化にとって好ましい状況が生み出された。 

1988 年は、米国における宇宙打ち上げ産業の商業化において重大な転換の年となった。米国
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政府の宇宙政策が進化し、民間部門の打ち上げの重要性が認識されたのである。レーガン大統領

が 1988 年 2 月 11 日に発表した国家宇宙政策は、軍事的および非軍事的な政府部門と並んで宇

宙に関する米国のリーダーシップを維持していくもので、政府部門とは別個の民間宇宙部門を認

識するものである。レーガン政権は、特に政府の射場を使用した商業的打ち上げの際の政府部門

と民間部門との間のリスク配分を確立することにより、強健な民間打ち上げ産業の育成を強化す

る 15 項目の商業宇宙構想（Commercial Space Initiative：CSI 1988）も公表した。 

この商業宇宙構想では、連邦政府の射場において器物損壊が発生した場合には、DOT が要求す

る保険金額を超える賠償を米国政府が放棄することが要求された。同構想は、損失または損害が

政府による故意の不正行為または無謀な行為の結果である場合に、米国政府が請求権を放棄する

ことも規定していた。1988 年の改正 CSLA（公法 100-657、1988 年改正法）の可決により、器物

損壊に関する政府の権利放棄政策と現在の金銭的責任リスク分担体制が成文化された。 

国家宇宙政策は、米国の打ち上げ産業の商業化を促進する方向に発展していったが、現在の責

任リスク分担体制が制定された 1988 年 11 月の時点では、まだ一件の打ち上げ免許も発行され

ていなかった。 

 

2. 1988年改正法から商業宇宙打ち上げ法（CSLA）まで 

1988 年 11 月 15 日に制定された 1988 年の改正 CSLA（公法 100-657）により、現在有効となっ

ている三層方式の包括的なリスク配分体制の基礎が形成された。現在では連邦航空局（FAA：

Federal Aviation Administration）による取り締まりが実施されているこの体制を、以下に詳

述する。この改正法は、提案される打ち上げが第三者および政府の財産に与える可能性のある最

大予想損失（MPL）に関して DOT が決定するリスクに準拠した保険の概念を維持したものである。 

保険産業を構成する一部の者の異議により、第三者責任保険に関しては、5 億ドルまたは世界

市場において妥当な費用で使用できる最大金額のうち、いずれか低い方の金額を上限として設定

することが要求される。政府が要求する財産保険は、MPL に関する判断に準拠し、1 億ドルまた

は世界市場において妥当な費用で使用できる最大金額のうち、いずれか低い方の金額を上限とす

ることになった。 

CSLA には、政府を含むすべての打ち上げ参加者間における相互の請求権放棄義務が追加され

た。要求される保険金額を超過する部分の請求に関しては、政府がこれを支払うと 1988 年の改

正では規定されていた。しかし、その他の法定の補償方式とは異なり、CSLA は DOT が作成し、

大統領が議会に提出する補償プランに対応して、超過責任を担保する資金を議会が割り当てられ

るメカニズムが規定されている。 

 

3. 延長の経緯 

1988 年改正法は、制定された時点で、新規に開発される商業打ち上げ責任リスク配分体制の

有効期間を 5 年と短く定めていた。補償に関する政府からの異議に対応して 5 年の期限付き規

定（当初の提案であった 10 年間からの譲歩）が追加され、1993 年末までに DOT に提出される申
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請に従って行われる打ち上げに関してのみ利用可能とされた。このため、1988 年改正法では、

DOT への提出および承認が 1993 年 12 月までに行われた申請に対する免許に従って行われる打ち

上げから発生する請求が、補償の対象となる予定であった。 

1992 年 11 月に、1993 会計年度用の NASA 授権法（NASA Authorization Act、第 503 条、公法

102-588）により、この 5 年間の期限付き規定は 1993 年 12 月から 1999 年まで延長された。そ

の次の期限である 1999 年 12 月が迫った 1999 年 4 月には、科学委員会（Committee on 

Science）の下部組織である下院宇宙航空小委員会（House Subcommittee on Space and 

Aeronautics）が、とりわけ米国の民間宇宙打ち上げ産業の競争力と CSLA に基づく宇宙打ち上

げ補償のさらなる延長の根拠を対象として聴聞を行った。 

諮問を受けた委員会では法案の形で報告できないため、「退役軍人省、住宅都市開発省、およ

び独立機関に関する 2000 年予算配分法（Departments of Veterans Affairs and Housing and 

Urban Development and Independent Agencies Appropriations Act, 2000、H.R. 2684 第 433

条）」により、この規定の期限は 1999 年 12 月 31 日から 2000 年 12 月 31 日まで延長された。

その翌年には 2000 年商業宇宙輸送競争力強化法（Commercial Space Transportation 

Competitiveness Act of 2000）が制定され、補償規定の期限が 2004 年 12 月まで複数年延長さ

れ、商業宇宙輸送に関する適切なリスク配分と、既存のリスク分担プログラムに関して可能な変

更に関する問題の調査が DOT に対して指示された。 

 

II. 現在の責任リスク分担体制 

FAA は、1998 年に、1988 年の改正 CSLA に定められた免許取得者の打ち上げ計画に関する三層

式の責任リスク分担体制の実施に関する最終規則を、14 CFR 440 として成文化した（63 FR 

45592-45625、1998 年 4 月 26 日発行）。2000 年 9 月 19 日には、FAA は RLV（再使用型打ち上げ

機）の再突入を含む免許済み再突入に関しても、同様の要求条件を 14 CFR 450 として成文化し

た（65 FR 56670-56705）。 

CSLA に基づき、規則 14 CFR 440 に反映される通り、予想損失リスクの第一層は、免許取得者

が加入する保険により担保されることとなった。免許取得者は、FAA が決定する最大で 5 億ドル

までの金額に関する保険またはその他の資力の証明、あるいは FAA が設定する金額がその他の

形で使用できない場合には、世界市場において妥当な費用で加入できる最大金額の責任保険のう

ち、いずれか金額が低い方の実行を FAA により指示される。FAA が予定する保険の金額は、特定

の打ち上げまたは再突入に関連する免許取得者の計画活動の結果として発生する人身傷害または

器物損壊に関する担保対象第三者請求の最大予想損失（MPL）の判断に基づくものとなる。 

担保対象第三者請求とは、免許取得者の計画活動に参加しない個人または組織による請求のこ

とであるが、政府または政府の請負業者の従業員による請求は、例外的に第三者請求として担保

される。その他の打ち上げ参加者の従業員による請求は担保対象第三者請求ではなく、以下に説

明する通りに雇用主の責任となる。免許取得者が加入する保険は、免許取得者、その顧客、米国

政府およびその機関、並びに打ち上げサービスに関わるこれらの者の請負業者および下請業者を、

追加被保険者として担保するものでなければならない。 

政府の射場にある財産は、1 億ドルまたは世界市場において妥当な費用で加入できる最大金額
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のうち、いずれか低い方の金額まで、保険またはその他の資力の証明により担保されなければな

らない。FAA が予定する保険の金額は、特定の打ち上げまたは再突入に関連する免許取得者の計

画活動の結果として発生する担保対象財産の MPL に関する FAA の判断に基づくものである。 

担保対象財産には、米国政府およびその機関、並びに連邦政府の射場における免許取得者の打

ち上げまたは再突入の活動に関わる請負業者および下請業者が所有、リース、または占有する、

あるいはその保護下または管理下にあるすべての財産が含まれる。リスク配分に関し、連邦政府

の射場の外にある政府の財産はその他の第三者の財産と見なされるので、免許取得者の責任保険

により担保されなければならない。政府は、政府の射場にある財産の損壊または損失に関し、当

該財産に関して要求される保険の金額を上回る分の請求権を放棄することとされる。 

MPL は、規則 14 CFR 440 において、免許取得者の打ち上げ活動の結果として発生すると妥当

に予測される人身傷害または器物損壊による損失のドル建て最大金額を意味するものとして定義

されている。規則により、第三者（政府のスタッフ以外）の損失が要求される責任保険の金額を

上回る確率が 1,000 万分の 1 単位となり、連邦政府の射場にある政府財産に対する損失が要求

される財産保険の金額を上回る確率が 10 万分の 1 単位となる条件が限度として定められている。

この限度の差は、打ち上げ活動をサポートするに当たり、政府は関係のない一般の人々に比べて

より大きなリスクを受け入れることを反映したものである。 

1996 年 7 月 25 日に発表された打ち上げ時の金銭的責任に関する規則策定の提案（61 FR 

38992-39021）において、FAA は免許取得者の打ち上げに関する MPL および関連する金銭的責任

上の要求条件を判定し、打ち上げリスクの評価および打ち上げ参加者間での配分を行う目的で使

用した方法および仮定事項をかなり詳細に示した。この分析は、対象となる打ち上げ機および射

場のタイプおよびモデルに特有のものであり、特定の射場およびその周囲における財産および人

口が考慮されている。 

 

1. FAAによる規制政策上の措置および打ち上げ参加者に対する要求条件 

FAA は、打ち上げ事故発生時の死傷者数と射場におけるインフラの損失割合を推定するための

分析において、控え目な仮定を行っている。FAA は死亡者一名当たりの金額を 300 万ドルと想定

し、使用不能や遺失利益などの結果的損害を考慮していない。 

打ち上げ参加者は、無過失責任の、代位を伴わない、相互の請求放棄を行う義務を負う。この

放棄に基づき、各契約当事者は、自らの財産に関する損壊または損失のリスクを負担することに

合意し、器物損壊または損失に関するその他の契約当事者への請求権を放棄並びに免除すること

に合意する。打ち上げ参加者は、人身傷害、器物損壊、または損失に関する、自らの従業員によ

るその他の打ち上げ参加者への請求に関しても金銭的な責任を負うことに合意しなければならな

い。規則 14 CFR 440 に基づき、FAA は打ち上げまたは再突入の免許取得者に対し、顧客および

米国政府との間に相互的請求権放棄契約を締結し、それに基づいて各当事者がその請求権放棄契

約上の責任を、同様の契約の締結を義務付けることにより請負業者および下請業者にも負わせる

ことを義務付けている。 

相互請求権放棄は、活動または財産がその他の打ち上げ参加者の財産または従業員に損害また

は傷害を負わせる原因となった場合に、その他の参加者に対する責任と高額の費用がかかる訴訟
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の恐れから打ち上げの各参加者を解放するものであるという点で、リスク管理上重要な要素であ

る。当事者による故意の不正行為のみが、請求権放棄契約の唯一の例外とされる。打ち上げ参加

者は、打ち上げ機や衛星など、自己の財産に保険または自家保険をかけることができるが、相互

放棄があるおかげで、その他の打ち上げ参加者からの請求に関して自らを保護する責任保険に加

入する必要がない。 

免許取得者の責任保険はすべての打ち上げ参加者を追加被保険者として担保しなければならな

いため、打ち上げ参加者は、免許済みの打ち上げに直接起因する請求に関する別途の責任担保を

取得する必要がない。このように、責任リスクが担保されなければ免許済みの活動への参加に懸

念を持つ可能性があるロケットモーターやその他の部品の製造業者など、コンポーネントの供給

者に関しても、免許済みの打ち上げに起因する責任リスクが担保される。同一の打ち上げに起因

する請求に関して重複する保険担保の必要性をなくし、当事者間の訴訟リスクを最小化すること

により、打ち上げ費用は抑制され、保険能力が保証される。 

FAA が免許命令において予定する責任保険の金額を上回る部分に関しては、CSLA の超過請求

支払規定、すなわち補償により担保対象となる打ち上げ参加者に対する有効な第三者請求に対し

て米国議会が資金の支払資金を配分できるメカニズムが規定されている。この配分金額の上限は、

15 億ドルに 1988 年以後のインフレ調整を加えた金額と法律により定められている。この金額が、

三層式リスク配分体制の第二層となる。CSLA には、DOT が作成し、大統領が議会に提出する補

償プランに対応した請求支払を規定する立法権限を、議会が検討並びに承認する際の詳細な手続

きが定められている。 

要求される保険の総額に補償配分の金額を加えた金額を超える部分、すなわちリスク配分の最

後の第三層に関しては、法的に責任のある当事者が請求を担保する義務を負う。FAA は規則によ

り、請求に関する法的責任がその免許取得者にない場合を除き、保険に補償を加えた合計金額を

超える第三層の請求の満足に関しては、国際法に基づいて発生するものを含めて、政府の責任か

ら免許取得者を免除しない。 

CSLA に基づく超過請求の支払は、当該保険の種類に関して通常と判断される保険証券の除外

規定により、保険が有効な請求を担保できない場合の第三者責任にも適用される。規則 14 CFR 

440 に基づき、FAA は除外が通常であるか否かの判断を事前には下さないが、商業的に妥当な費

用で保険に加入できる場合には、保険に加入する責任を免許取得者に負わせる。FAA は、こうし

た状況において FAA が補償請求を支持するために、免許条件の遵守の証拠を提出させる時点で、

除外されたリスクを担保する保険に商業的に妥当な費用では加入できない旨の免許取得者による

証明書の提出を要求する。通常の保険除外規定により担保されない場合には、損失の最初の部分

から政府の補償が適用される。 

 

III. 宇宙商業保険：現在の市場取り引き 

事業者は、衛星および打ち上げに参入する民間ベンチャーに関して、商業保険会社が失敗や損

失および責任を担保する保険に加入しなければならない。しかし、打ち上げは多くの場合政府所

有の射場を使用して行われるので、前述したとおりのリスク分担および責任限度が商業的な打ち

上げの場合にも適用される。FAA と DOT による適切な責任保険担保の承認が連邦政府機関により
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商業衛星打ち上げ免許が交付されるための前提条件となる。 

インテルサット（Intelsat）衛星の打ち上げ段階中に発生する可能性のある損失を担保する

ために COMSAT に対して最初の保険証券が発行された 1968 年以降、宇宙産業の保険担保に関す

る市場は大幅に拡大され、成長してきた。 

現在、宇宙保険会社は、打ち上げの失敗だけでなく、衛星の寿命中に発生する可能性のあるそ

の他の故障による損失を担保する保険を日常的に提供している。時間の経過につれて、認識され

るリスク、担保の種類、および最近の活動の失敗状況により、保険料率が変動してきた。保険料

率と並んで、打ち上げまたは衛星システムに関して使用できる担保の金額も、宇宙衛星プロジェ

クトに参加する組織の数により、時間の経過と共に変動してきた。 

  

1. 現在の宇宙保険市場 

1998 年から 2001 年にかけて一連の軌道上プラットフォーム関連の故障が発生した後、保険料

率は保険金額の 15％未満から 25～30％の範囲まで着実に上昇した。打ち上げから 1 年が経過し

た後は、18～22％の範囲に低下した。 

この保険料率の上昇により、インテルサットやパンナムサット（PanAmSat）などの衛星会社

数社は、軌道中の保険担保を購入する代わりに軌道中バックアップを提供することにより費用を

削減した。この二つの衛星事業者は、これにより年間 1,000～1,500 万ドルを節約できたと推定

している。SES グローバル（SES Global）社は、簿価の 70～80％で衛星の保険に加入するオプ

ションを選択した。 

 全般的に、宇宙保険市場は、通常より高い保険料率と、軌道上運用に関して衛星の保険が可
能となる期間を限定する政策変化、総合的損失の立場から損失を交渉する必要のない実際の損失

に基づく請求といった要因により、状況が改善してきているものと捉えられている。 

 

2. 宇宙保険の請求 

1999 年以降、請求に基づいて 40 億ドル以上が支払われているが、1999 年 1 月から 2004 年 9

月にかけての期間中は、太陽電池アレイやバッテリーを含む電源系に欠陥のある衛星が 23 億ド

ル以上の請求の原因となっており、また同様の欠陥を持つ衛星が原因で係争中の請求が 7 億

2,500 万ドルあり、潜在的な請求は 10 億ドルに上っている。この問題が、最近の請求の 64％を

占めている。 

これらの損失の多くは、欠陥のある太陽電池アレイが搭載されたボーイング 702 衛星に関連

する請求によるものであった。この 16 億ドルの請求は、保険金額の 54％に相当する 8 億 7,530

万ドルで和解された。保険会社は、自らが重過失であると主張する部分を回収するため、ボーイ

ング社からの損害賠償を求める正式な仲裁通知を国際商工会議所（International Chamber of 

Commerce）に提出した。 

2004 年において、一部または全部に故障が発生した衛星には、パンナムサット、ギャラクシ

ー10R（Galaxy 10R）、スーパーバード 6（Superbird 6）、エストレアル・ド・スル（Estreal 
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do Sul）、ヒスパサット・アマゾナス（Hispasat Amazonas）、およびエクスプレス A1R

（Express A1R）などがあった。商業打ち上げ機の故障は、2004 年中は発生しなかった。 

  

3. 宇宙保険能力 

数年にわたり損失を計上してきた結果、保険を提供する会社の数は減少し、保証が提供される

金額も低下した。使用可能なプール保険は、1990 年には 3 億ドルであったものが、1998 年には

120 億ドル以上にまで増大した。この数字は、2002 には 4 億 6,200 万ドル、2003 年には 3 億

6,500 万ドルまで、それぞれ減少した。 

現在、一回の打ち上げを担保する 3 億ドル以上の保険パッケージを組み立てることは困難と

なっている。近い将来に予定されているような、一度に 2 基の大型衛星の打ち上げが可能なア

リアン 5/ECA（Ariane 5/ECA）に関しては、一回の打ち上げに関して 4 億ドルの保険が必要とな

る。 

インターナショナル・スペース・ブローカーズ（International Space Brokers）グループは、

2005 年中に管理可能となる金額を、打ち上げ保護に関して最大 2 億ドル、一ミッション当たり

の軌道中担保に関して 1億 5,000 万ドルと予測している。 

 

RELIABILITY OF COMMERCIAL COMMUNICATION SATELLITE SPACECRAFT 

 No. of Deployed No. of Claims Claims (as% of Fleet) 

BSS376 – Boeing 55 6 11%

A2100 - Lockeed Martin 23 3 13%

LS1300 – Loral 41 8 20%

BSS601 – Boeing 62 14 23%

Spacebus 3000 – Alcatel 18 5 28%

Eurostar E2000 – EADS 19 6 32%

BSS702 – Boeing 8 6 75%

（出所）Frost & Sullivan and Airclaims cited by ISBC 2005 Report 

Data is based on insurance claims for on-orbit failures,  1998-2001 
 

SATELLITE INSURANCE/ PREMIUMS AND CLAIMS PAYMENT IN TOTAL (in $million) 

 Premiums Claims* Net 

2004 896.9 765.9 131.0 
2003 600.0 352.9 247.1 
2002 810.0 317.5 492.5

2001 571.9 770.8 <199.8> 
2000 1,023.0 1,606.0 <583.9>

1999 821.0 592.0 229.0

1998 833.9 1,548.9 <715.0>

1997 1,028.0 609.0 419.0

1996 812.0 639.9 171.1 
1995 849.0 343.9 506.0

1994 612.7 779.0 <166.3>
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1993 351.8 207.0 144.8

1992 417.3 281.4 135.9

1991 323.8 147.3 176.5

1990 336.6 407.5 <70.9>

1989 215.8 46.7 169.1

注：Claims includes both actual claims and outstanding estimates,  2000-2004 
Figures will vary depending upon underwriters' assumptions 

（出所）International Space Insurance Brokers for 1995 - 2004 

U.S. Aviation Insurance Underwriters for1989 – 1994 
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（参考資料）2005 年度第 1～3 四半期における打ち上げ実績 

 

 

Data Source:  FAA/Office of Space Transportation 
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Data Source:  FAA/Office of Space Transportation 
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Data Source:  FAA/Office of Space Transportation 
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結語 

以上のように、本報告書においては、米国における宇宙産業・衛星産業の現状において、政府

調達、民間ビジネスという形態別の進展状況および公的部門と民間部門との連携による事業展開

の動向、新たな軍事・サービスに対するニーズに対応した新技術・システムの開発・構築の状況、

スペクトル分割を巡る政治的な交渉・調整に関する動向・課題の抽出、衛星を民間ビジネスとし

て成立させるための事業基盤をなす保険の制度およびビジネスとしての事業環境について分析を

行った。 

本分野における日米間の制度的・技術的・政治的状況はさまざまな差異が見られるところであ

り、特に軍用というニーズが宇宙開発・利用の推進力となり続けている米国における経験がその

まま日本の状況に適用することは困難であろう。しかしながら、宇宙資産が高価であるが故に、

軍用ニーズを満たす観点から商業ビジネスとの連携が模索されるようになっている状況において、

保険やスペクトル分割手法等についても、民間ビジネスを成立させる観点からの検討も多く行わ

れるようになっていることから、このような分野における検討課題・動向を把握することは、我

が国における宇宙産業政策を企画立案する際の基礎資料として有用なものになっていると考えら

れる。特に、政府が調整役を務めるスペクトル管理や、宇宙産業振興のために事業環境基盤を整

えるという観点からの保険制度の進捗等については、直接的な行為と効果の事例として有効であ

ろう。 

本報告書が、今後の宇宙産業政策の企画立案に当たって参考となれば幸いである。 
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