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[要約] 

本調査は海外（欧米）の宇宙機器（衛星及びロケット）産業における技術動向及び宇宙

機器を利用したビジネスの進展状況を把握することにより我が国の宇宙機器製造に係わる

競争力強化に向けた方策を立案することを目的に実施した。欧米の産業競争力強化のため

の政策と支援の具体例、欧米宇宙機器製造企業の低コスト化、短納期化、高性能化を達成

するための戦略を参考に、我が国宇宙産業の産業力強化に向けた方策（提言）をまとめた。 
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序 章 調査研究の概要 

 

世界の宇宙産業は、従来の国が主体となった開発競争の時代から、ビジネスとして国際

市場を獲得していく時代に移行しつつある。我が国の宇宙産業も、こうした国際情勢を踏

まえつつ、厳しい財政事情の下で国中心の研究開発が漸減していくことが見込まれる中、

産業としての国際競争力を強化し、市場規模を拡大していくことが求められてきている。 

 

 現在、我が国の宇宙産業の抱える課題には、次のようなものがある。 

・ビジネス成長要因である防衛需要がなく、需要の創出による売り上げへの貢献がない。 

・宇宙機器製造部門は大企業の１部門であり、全社に占める宇宙売り上げ比率が少なくＲ

＆Ｄ投資が抑制されている。 

・最先端技術を導入し、高性能多機能の製品を開発し、製品の差別化をしていない。 

・ミッションの多様化、短納期化への対応が出来ていない（衛星分野）。 

・我が国には支援プログラムがなく、産業育成という観点がない（ロケット分野）。 

 

本調査研究においては、これらの課題を解決するため、海外の宇宙機器（ロケット、人

工衛星等）産業における技術動向及び宇宙機器を利用したビジネスの進展状況を把握する

ことにより、衛星分野とロケット分野について、我が国の宇宙機器製造に係わる国際競争

力強化に向けた方策を立案するものである。具体的な調査研究内容は、次の通りである。 

・米国および欧州における宇宙政策及び産業について調査を行い、宇宙関連技術の高度化

及び産業競争力強化のための宇宙政策のあり方について検討を行う。 

・米国および欧州のロケット・衛星メーカについて、宇宙機器製造企業の低コスト化、短

納期化、高機能化を達成するための戦略を調査する。 

 

 本報告書の作成にあたっては、以下の資料を使用している。 

・米国、欧州の宇宙政策文書 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で調査した欧米の産業支援策資料 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で作成した各種宇宙産業データ 

・日本機械輸出組合の統計データ 

・米国の主要な人工衛星、ロケット、ペイロードメーカ等とのインタビューと議論 

 （ロッキードマーチン社、ＳＳロラール社、オービタルサイエンス社、など） 

・米国、欧州の人工衛星、ロケットに関する統計データ 
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第１章 米国の産業競争力強化のための政策と支援策 

１．１ 米国の宇宙政策 

2006年 8月 31日、ブッシュ大統領は米国家宇宙政策(U.S. National Space Policy)を

発表した。ブッシュ政権として初めての国家宇宙政策の策定であり、クリントン政権が国

家宇宙政策(National Space Policy)を発表した 1996年 9月 14日以来 10年ぶりの更新と

なった。新国家宇宙政策においては、安全保障分野の宇宙利用に重点を置いていること、

及び、宇宙産業の競争力強化を目標に掲げている。 

 

１．２ 政府支援具体例 

1．EELVプログラム 

2．LandSatプログラム 

3．SeaStarプログラム 

4．ClearView / NextViewプログラム 

 

第２章 欧州の産業競争力強化のための政策と支援策 

２．１ 欧州の宇宙政策 

1．技術移転プログラムによる民間支援 

ESAは過去 10年間で 200以上の宇宙関連技術を非宇宙開発分野に移転してきた。また、

スピンオフにより 30社以上の民間企業が新設されており、年間 1500名の雇用が創出され

ている。累計売上高は 8億ユーロにのぼる。 

2．政策金融による支援 

EU域内の各種宇宙開発事業については、欧州投資銀行(The European Investment Bank：

EIB)が積極的に係わってきた経緯がある。 

２．２ 政府支援具体例 

1．アリアン 5プログラム 

2．VEGAプログラム 

3．SPOTプログラム 

4．SSTLプログラム 

5．ガリレオプログラム 

 

第３章 欧米の低コスト化、短納期化、高機能化のための戦略 

３．１ 日本の課題 
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1．全般 

（1）ビジネス成長要因である防衛需要がない 

（2）需要の創出による売上げへの貢献がない 

（3）宇宙機器製造部門は大企業の１部門であり全体に占める宇宙売上げの比率が少なく、

R&D投資への抑制となっている 

（4）最先端技術を導入し、高性能多機能の製品を開発し、製品を差別化していない 

2. 衛星分野の課題 

（1）ミッションの多様化への対応が出来ていない 

（2）短納期化への対応が出来ていない 

3．ロケット分野の課題 

（1）日本には支援プログラムがない 

（2）日本の宇宙開発は技術開発中心で、産業育成という観点がない 

 

３．２ 欧米の戦略（衛星メーカ） 

1．衛星メーカ売上げ 

世界の衛星製造売上げは、2005年は前年比 24％マイナス、＄7.8Bとなり、米メーカの

売上げでも 18％減少した。 

2．衛星製造の短納期化 

（1）各社データ比較 

Futronが、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（受

注から打ち上げまで）について調査したところ、その範囲はロッキード・マーティンの24

ヶ月からSS/ロラールの40ヶ月までであり、全体平均が30ヶ月であるとの結果が示されてい

る。 

（2）スケジュール管理 

 米のロケット及び衛星メーカが採用するコスト・スケジュール管理ツールとして、DoD

が開発し、NASAも利用している EVM(Earned Value Management)システムがある。 

3．衛星製造の低コスト化 

代表的な衛星の製造コストのブレークダウンでは、衛星製造コストはペイロード製造コ

スト、バス製造コスト、プログラム実行コストに分けられる。ボーイングは衛星バスモジ

ュールを標準化することによって規模の経済を達成し、衛星製造コストの 35～40％を占め

る衛星バス製造を低コスト化した。 
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３．３ 欧米の戦略（ロケットメーカ） 

1．売上げ 

2005年の世界の打ち上げ産業の売上げは、前年比 7％増となった。39回の商業打ち上

げの間、46％が民間、54％が政府顧客である。米企業は約 1／3の市場シェアである。 

2．ロケット選定の要因と競争力 

2001年に FAAの調査では、打ち上げロケット選定の決め手となる要因として、以下の 7

点がその重要度の順で挙げられている。（1）ロケットの信頼性（2）ロケットのパフォーマ

ンスと適性（3）ロケット打ち上げの価格（4）アベイラビリティ・スケジュール（5）米技

術使用の保障（6）顧客との関係・パートナーシップ（7）契約条件。米ロケットメーカ各

社は、次の対応をとる事で競争力の維持、向上に努めている。それは、信頼性と低コスト

化の同期達成、打ち上げ時期の柔軟性への対応、マーケティング手法、国際アライアンス

の推進、ラインアップの拡大、衛星と抱き合わせ販売による低コスト化等である。 

 

第４章 ケーススタディ（米国メーカ） 

1．米国衛星メーカにおけるコスト削減化戦略 

・ スケジュール管理ソフトウェアの採用 

・ 商業衛星に特化することで製造効率を上げる（SS/L） 

・ 小人数による（オーバーヘッドを低く抑える）即応性“Responsive”のある衛星を“手

ごろ”価格で提供する。 

・ 軍事と商業のシナジー効果をもたらすこと。 

・ ロッキード・マーティンは、商業市場は重要であるものの、コア能力として残すだけ

で、市場注力は商業よりも政府市場にシフトしていくとしている。 

・ 短納期化について（ロッキード・マーティン） 

→契約から納品までのサイクルは政府が 90ケ月、商業が 22ケ月であった。しかしな

がら現在の政府契約は従来に比べ短納期になっている。例：MUOS(Mobile User 

Operative System)では商業経験を生かすことで 60ケ月、SP1( Special Program1) で

は 30ケ月になっている。 

→コスト削減は政府職員の立会い（oversight）を減らしたこと、ペーパーワークを減

らしたことで達成できている。SP1では政府の立会いはない。 

・プログラム開始時点に関係者全員を一同に会し、ブリーフィングを行う。コミュニケー

ションロスをいかに防ぐかが短納期の鍵。 

・ 海外も含めて部品調達の際に、その時点のベストサプライヤーを決定する。 
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→Right Place Right Performance, Right Prices。 

・ マルチ契約でサプライヤーとパートナーシップを締結することで、コスト、信頼性の

点でメリットが大きい。 

・ 外部調達の際、COTSも多く採用するがサブコントラクターから試験が終了したものを

調達する。 

・ 衛星設計はモジュラー化することでコスト削減する。 

・ 商業市場はコスト、納期の点で制約が厳しいため、短所にもなるし、長所にもなる。 

・ ロッキード･マーティンは今後の商業市場を“Selective”（選別的）としている。こ

れはより大型の衛星、より高出力の衛星、より複雑な衛星を望む事を意味する→契約

額が大きい 

・ ロッキード･マーティン、ボーイングが政府契約を好む理由は、コストプラスインセン

ティブでプロジェクトあたりのマージン率は低いものの、契約期間が当初予定の 3倍

から 5倍になるため、それだけ、コストはかかるものの、同時に期間延長分の支払い

ももらえる構造であるからである。 

2．米国ロケットメーカにおけるコスト削減化戦略 

・ 長い歴史（40年以上）における設計能力の多様化。これは顧客の異なる要求に蓄積さ

れた設計技術を基に設計を変更対応することで早期に低コストで対応できる。 

・ ロケットを構成する各ステージ（段）のコモンハードウェアを持つ。 

・ マネジメント（コストスケジュール）ツールとして Earned Value Management System

を使用する。 

 

第５章 我が国の製造競争力強化に向けた方策（提言） 

課題 1．研究開発・安全保障・産業振興の 3分野の効果的推進によりシナジー効果を発揮

する。 

（補足） 

研究開発技術が、安全保障にも応用できることから、我が国のリソース（宇宙予算）が少

ない中で、安全保障目的の通信衛星と商業通信衛星との共通項を見出し、効率的に進める

ために研究開発と安全保障と産業振興の 3分野を相互に組合せて、シナジー効果を発揮し

ていく措置が求められる。産業振興という面ですそ野を拡げながら、競争力を強化してい

くという戦略である。 

（国の対応） 

研究開発を中心としてきたこれまでの宇宙開発を見直し、安全保障を含む国民生活の向
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上、産業の振興、先端的な宇宙開発、国際協力の推進、を均衡の取れた形で推進する。 

①概ね 5ヵ年程度をカバーし、企業において宇宙の設備投資などを考えるポイントとなる

予算的裏づけを持つ宇宙基本計画を策定する。 

②宇宙開発利用分野における関係省庁の役割・分担を規定する。 

③宇宙関係予算を抜本的拡充するとともに、科学･技術･利用分野への予算の再配分を実施

する（予算の効率的執行と評価、重要度・優先度の評価）。 

④研究開発（特に民間関係プロジェクト）におけるコストやタイムフレームの重視、成果

の民間移転等、開発成果の商業化に留意する。 

 

課題 2．需要の創出を図り、製品の差別化による受注機会を増大する。 

（補足） 

 宇宙機器製造売上げ増加には、需要の創出（宇宙利用の拡大）が必要である。また、ロ

ケット及び衛星の高性能化の戦略として激化する国際競争に勝ち抜くためには R&D活動に

おいて、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。 

（国の対応） 

①リモセン分野の利用拡大 

・ハイパースペクトルセンサの有効活用 

・利用者の宇宙空間データ（ジオグリッド）への簡易なアクセス 

・地図の作成など GIS分野への利用の拡大、等 

②測位分野の利用拡大 

・カーナビ・テレマティクス、マンナビ、測量･地図作成、ATMの時刻同期、車両運航管理、

航空･海運位置情報、発信者の緊急位置情報通報（E911）等 

③ユーザーへの技術移転 

・共同特許、著作権の移管、技術移転を容易にする体制（共同研究）等 

④安価な宇宙利用を実現するため小型衛星技術を積極的に開発する。 

⑤地球観測、災害監視、国土監視、防衛等の分野において宇宙利用を拡大･推進 

するために必要な予算を確保する。 

⑥ナノテク、ロボテク、小型化技術等、日本の優れた技術を用いた「差別化製品育成プロ

ジェクト」を推進する。 

（企業の対応） 

①国際競争力を有する技術基盤を構築する。 
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・地上システムに勝てる技術の開発 

・宇宙利用に不可欠な技術の開発（オンボードコンピュータ技術、マヌーバ技術、高精度

観測センサ技術、等） 

 

課題 3．国の研究開発衛星によりミッション競争力を強化する。 

（補足） 

我が国の静止衛星の大部分は寿命が短い。商業衛星の場合 15年の寿命を要求される。し

かしながら、国のミッションは少なく、要求されるような“財産”をつくれないのが現状

である。従って、実証ミッションにつながらない。10年以上要するミッションの競争力に

ついては何ら手を打っていないのが我が国の現状である。 

（国の対応） 

①定常運用を終了した衛星の民間企業への払い下げを実施し、民間によるビジネスを念頭 

に置いた技術実証機会を確保する。 

②国の研究開発衛星の運用期間を延長し技術データを取得することにより、部品の宇宙実

績を蓄積する。 

 

課題 4．シリーズ化による短納期化と低コスト化を推進する。 

（補足） 

開発のポイントを絞り、それに集中することで、研究開発要素の少ないものについては

なるべく共通化し、同じものを低価格で使うこと等、開発投資と商用性の両面のバランス

をとりつつ、メリハリある投資を追及していくこと、シリーズ化と R&Dを仕分けすること

が肝要である。 

（国の対応） 

①国等でプロジェクトを推進する場合、コストの低減、信頼性の向上、運用ノウハウの蓄

積を図るため、衛星バス等のシリーズ化を推進する。 

②ロケット開発においては、改善改良を継続し信頼性の向上を図る。 

③宇宙転用のため民生部品ガイドラインを制定しＩＳＯ化を推進する。 

④国が調達するロケット打上げサービスには、ピギーバックによる新規技術の実証機会を

可能な限り確保する。 

（企業の対応） 

①宇宙システムの開発運用における効率化（電子化、審査会、射場運用）を推進する。 

②ピギーバックを利用した新規技術を実証する。 
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課題 5. 制度面を改善する（衛星）。 

（補足） 

衛星の制度面においては、以下の 3点の改善が必要である。 

（1）1990年の日米衛星合意の見直し 

（2）日本の宇宙研究開発機関を横通しした共通化戦略の策定 

（3）短納期、低コスト化と部品調達の仕組み作り 

（国の対応） 

①1990年の日米衛星合意に係る事項を見直す。 

・諸外国の水準を考慮しながら研究開発衛星の定義を明確にする。 

・安全保障衛星の定義を見直す（特に、気象･測位衛星）（安全保障上機微な衛星について

は米国への事前公開の対象外） 

・民間企業であっても、15%以上のサービスを政府機関に供給している場合であっても、民

間企業のビジネスとして本合意事項から除外する（特に、通信･放送衛星）。 

②我が国宇宙産業の国際競争力強化のための総合的な技術戦略を策定し、それに基づきプ

ロジェクトを推進する。 

・ユーザーニーズの把握と育成 

・我が国産業として重要な技術及びコンポーネントの取得のための産業政策の確立（是非

とも保有すべき技術、地上系など他のシステムや海外システムとの競争状況を考慮し将

来的に競争力有すると見込まれる技術など） 

③プライムコントラクターのみでなく部品産業を含めて、サプライチェーン全体の競争力

強化を図るべく部品産業等に対する助成措置を強化する。 

④優れた技術を有する中小企業者の宇宙産業への参入を促進しうる体制を構築する。（中小

企業比率の公表、一定比率の発注義務付けなど） 

 

課題 6．信頼性と技術力維持のための年間打ち上げ機数を確保する。 

（補足） 

ロケット・衛星メーカの競争力強化の方策を継続的に進めるため、数機/年のベースロー

ドを背景にした企業による製造方式の革新等による低コスト/短納期化と、国の研究開発に

よる高性能化の実現、という形態を早期に確立することが必要である。 

（国の対応） 

①商業努力も含み年間 10機の衛星打ち上げ（ロケットは H-ⅡAロケット、GXロケット、

将来型固体ロケットも含め年間 7～8機）を確保する。 
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（企業の対応） 

①現在の宇宙予算（平成 18年度約 2500億円）に見合うように、衛星とロケットの低コス

ト化を図る。 

・衛星は、バスの拡張性を持つ標準化と小型衛星の活用、等。 

・ロケットは、各ステージ（段）のクラスター化、等 

 

課題 7．安定した需要を提供する（アンカーテナンシー）。 

（補足） 

H-ⅡAロケットは国の基幹ロケットであり、他国の基幹ロケットと比べると国の支援に

差がある。我が国においてもこの種の論議を十分に尽くすことが必要である。 

（国の対応） 

①国は、衛星、ロケット、画像データの調達などにおいて、アンカーテナンーとして安定 

的な需要を提供する。 

 

課題 8．制度面を改善する（ロケット）。 

（補足） 

安全性審査基準の見直し、高圧ガス法基準の見直し、さらに、打ち上げ時期の制約、種

子島の空港は大きな衛星を持ち込めないことも解決していかなければならない問題である。 

（国の対応） 

①打上げ時期の制限期間（現在 190日で禁止期間あり）を取り外し、事前に協議を行うこ

とにより、年間 190日の範囲内でいつでも打上げを可能とする。 

②射場周辺のインフラ整備を実施する。 

・外国の衛星が搬入できるよう滑走路を延長する。 

・外国で打ち上げ実績のある衛星については射場の安全審査を緩和する。 

③現在の射場では打ち上げ時期の制約や静止軌道打ち上げに不利など商業展開の制約があ

るため、新規に射場を設置する。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://keirin.jp 

 


