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〔要約〕 

１．序言 

 本報告書は現在国会において継続審議となっている宇宙基本法案が提示する新たな原則、

「非侵略」、「防衛目的」という枠組みが宇宙産業にとっていかなる影響をもたらすかにつ

いて、調査検討したものである。 

 

２．各国の安全保障環境における宇宙利用の現状 

２-１ 安全保障環境の変化とその要因 

 グローバルな安全保障環境は１９８９年１２月の米ソ首脳による冷戦終結宣言、１９９

１年の湾岸戦争そして２００１年９月１１日の米国テロによって大きく変わった。大規模

な武力紛争生起の蓋然性は大幅に低下したが、民族や宗教に起因する紛争が多発する時代

となった。またアフガンに見られるごとく国際テロとの戦いが続いている。 

 最近の安全保障環境の主な特徴は次のとおりである。 

 ① ロシアの復興とミサイル防衛 MD を巡る米ロの角逐 

 ロシアは潤沢な石油収入を背景に復興を遂げている。そして軍事力を今後強化していく

ことを宣言しており、再び米ロ間の角逐が心配される。そのひとつとして東欧へのＭＤシ

ステム配備をめぐる対立が表面化している。 

 ② 米軍のトランスフォーメーション 

 情報技術、精密誘導技術、ステルス技術などの飛躍的発展をドライバーとする軍事革命

ＲＭＡの成果を取り込みそれを新たな運用構想と融合させることで、国防態勢全体を変革

していこうとするもので、長期にわたって継続されるプロセスである。 

 ③ 非伝統的脅威 

 米国はＱＤＲ2006 において「対テロ戦争は過去の戦争とは著しく異なる戦いである。

我々が直面する敵は、国家ではなく、むしろ分散した非国家アクターのネットワークであ

る。多くの戦争のイメージと違いこの戦いは軍隊のみでは勝利できない。今後何年にもわ

たって継続する可能性がある。」と指摘している。 

 ④ 多様な安全保障上の課題と宇宙能力 

 非伝統的な脅威と多様な安全保障上の課題に対処するに当たって、特に宇宙は重要な役

 2



割を果たすことになろう。 

⑤ アジアにおける安全保障環境の特徴 

 アジアにおける特徴としては、中国の急速な軍事力近代化、アジアの海洋における米中

の対峙、インドの台頭、核保有国北朝鮮をあげたい。 

⑥ アジアにおける宇宙開発競争 

 最近のアジアでは国威の発揚として自国の宇宙技術を誇示する宇宙開発競争が見られる。

中国はすでに２回有人宇宙船の打上に成功している。インドは２００８年には月探査機を

打上げる計画である。 

２-２ 安全保障環境における宇宙の位置付け 

  宇宙開発を手がけている主要国の宇宙開発体制を調査した。主要国の宇宙開発は基本的

には国家施策として一元的な政府機関により宇宙開発を推進している。 

米国は政府機関である国立航空宇宙局ＮＡＳＡが推進している。欧州は共同で設立され

た欧州宇宙機関ＥＳＡが推進している。ロシアはロシア連邦宇宙局ＲＦＳＡが推進してい

る。中国は中国国家航天局である。北京に本部を置き、４箇所にロケット射場を持つ。イ

ンドは国内のみならず国外のペイロードの打上げサービスも行っている。 

宇宙開発の歴史上のエポックは１９５７年８月旧ソ連による世界初の人工衛星打ち上げ

であろう。米ソは一進一退の宇宙開発競争を展開したが、ソ連の崩壊により、米国の宇宙

開発もスローダウンしている。米国はスペースシャトルの老朽化等問題も抱えている。 

 

３．わが国の宇宙利用の現状 

３-１ 宇宙平和利用原則 

 １９６７年いわゆる“宇宙条約”が発効し、宇宙平和利用の原則が定められた。しかし

これでは宇宙空間における軍事利用の是非について、あいまいさが残っている。国際的に

は宇宙空間の軍事利用は通常兵器の範囲で「非侵略」であれば禁止されていないと解釈さ

れている。しかしわが国では宇宙の開発・利用は平和の目的に限り行うことが出来るとさ

れた。「平和の目的」とは「非軍事」というように理解されてきた。１９８５年政府統一見

解でいわゆる「一般化原則」が示され、民間で一般的に利用されている範囲で自衛隊が衛

星を利用することが許されることになった。 

 

３-２ 宇宙開発事業団法と宇宙航空研究開発機構法の概要 

 １９６９年宇宙開発事業団法が施工され、宇宙開発事業団の活動は「平和の目的に限り、

人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発、打上げ及び追跡を行う」とされた。２０
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０３年１０月宇宙開発組織は宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）に統合され基礎研究から

開発・利用まで一貫して行う体制が整備された。独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第

４条で「・・人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、

平和の目的に限り、総合的かつ計画的に行う・・・」とされている。 

３-３ 宇宙利用への取組み 

 日本においては長らく防衛に宇宙を利用することは検討対象外の時代が続いた。しかし

通信衛星の利用が拡大される中、自衛隊から通信衛星の利用が求められるようになった。

政府は「その利用が一般化している衛星及びそれと同種の機能を有する衛星については自

衛隊による利用が認められる」という見解（一般化原則）を示した。１９９８年８月北朝

鮮のテポドンが日本の上空を越え三陸沖に落下したことから偵察衛星の導入が閣議決定さ

れた。そして２００１年衛星情報を利用するため、衛星を運用し、その情報を分析する内

閣衛星情報戦センターが設立された。情報収集衛星は２００３年３月 H-ⅡA ロケット６号

機で最初の２機が同時に打上げられた。光学センサーを搭載した光学衛星と合成開口レー

ダを搭載したレーダ衛星の２種類である。 

 宇宙開発の所掌官庁は文部科学省であり、宇宙開発はどうしても研究開発主体にならざ

るを得ない。宇宙利用に関する国家安全保障、国益の側面については誰が責任を持つのか

今後検討が必要である。 

３-４ 防衛の宇宙利用における位置付け 

  米国、中国等は開発機構と軍が連携し安全保障政策の下、宇宙開発が進められている。

しかしわが国には安全保障の観点からの宇宙利用に関する政策の受け皿はない。宇宙基本

法が制定された場合、国家安全保障を考慮した宇宙開発戦略を立案する官庁はどうするの

か、また防衛省は宇宙の開発・運用を所掌する組織の創設を考慮する必要があろう。 

３-５ 宇宙産業の現状 

 世界の宇宙産業の市場規模は確実に増加している。宇宙関連産業としては、衛星サービ

ス、衛星製造、打上げ、地上機器の４分野から構成されている。わが国の宇宙産業は打上

げロケット、衛星及び地上施設などの製造を行う宇宙機器産業、衛星通信・放送事業を行

う宇宙利用サービス産業、地上の宇宙利用関連機器を製造する宇宙関連民生機器産業及び

これらのサービスと民生機器を購入して自ら事業を行うユーザ産業群からなる。総事業規

模は２００２年度で 3.8 兆円である。一方わが国の宇宙開発予算は文部科学省、内閣府、

他の関係省庁がそれぞれ予算を編成している。防衛省は予算編成していない。 

３-６ 宇宙基本法案の概要 

 宇宙基本法案は、その第１条において「この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸
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情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用（以下「宇宙開発という」という。）の重要性が増

大していることにかんがみ、わが国において宇宙開発の果たす役割を拡大するため、宇宙

開発に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明

らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置

すること等により、宇宙開発に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活

の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献

することを目的とする。」と規定している。 

宇宙開発に関する基本理念について、第１章総則で宇宙の平和的利用を謳っている。ま

た第２条で「・・・日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、おこなわれるものとする。」

と規定しているのみであり、非軍事、非侵略といった表現はない。宇宙条約では防衛目的

の利用は許容されており、この法案では自衛権の範疇であれば、宇宙技術を利用・活用す

ることは可能であり、平和目的とは矛盾するものではないと解釈できるものである。そし

てもう１つ重要なポイントは宇宙開発の司令塔が設置されることである。第３章 宇宙基

本計画では総理を本部長とする宇宙開発本部が内閣に設置され、宇宙開発に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため宇宙開発に関する基本的な計画を作成することになっ

ている。 

 

４．宇宙の非侵略・軍事利用活動 

４-１ 米国等の軍事的利用状況 

  米国は軍事のために宇宙利用は必須のものと考え、多くの種類／機数の軍事衛星を開

発・運用している。２００６年策定された新国家宇宙政策は安全保障のためより宇宙を利

用することを謳っている。基本方針は国益に資する宇宙活動における国家主権を前面に掲

げている。主な利用分野は①ミサイル防衛②偵察･監視③通信④航法分野⑤スペースコント

ロールなどである。 

  ロシアは現在でも依然として高い宇宙技術力を有しており、経済の復興に伴い再び宇宙

開発に力を注ぐようになっている。 

 欧州諸国も軍用通信衛星や偵察衛星の開発を進めているが、特に国際協力による開発に

特徴がある。 

 アジアでは中国が特に力を入れている。新たに出てきた目標・課題には高解像度地球観

測、射場能力の向上（帰還能力等）、宇宙環境・デブリ監視能力の強化といった軍事利用関

連とも思える事項が含まれている。 
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４-２ わが国における利用活動の予測 

 わが国は情報収集能力の大部分を米国に依存している。脅威からわが国を守るため、独

自の情報収集能力及び情報分析・評価能力を保持することが重要となってきている。宇宙

空間の利用活動の予測を輸送系、衛星系、地上系について検討する。 

ア．輸送系 

 ロシアでは旧ソ連のロケットはロシア、ウクライナに引き継がれ、使いきりがたロケッ

トが開発運用されている。 

 米国は新型ロケット開発や既存ロケット改修に着手し発展的使い捨て型ロケットの開発

を進めている。 

日本ではＨ-ⅡＡロケット打上げ輸送サービス事業を三菱重工業に移管、民営化した。小

型輸送系としては民間企業が国の支援を受けてＧＸロケットを開発している。そのほか輸

送系に求められる要求について整理した。 

イ．衛星系 

  主要国は国家安全保障のための重要不可欠要素として 宇宙の軍事利用を行っており、

偵察衛星の打ち上げ、運用に積極的である。 

 米国は国防総省を中心に空軍、海軍、国家偵察局、エネルギー庁などが安全保障関連の

衛星を運用しており、ＮＡＳＡも強い協力関係にある。 

 中国は国威発揚、軍事力強化、経済発展の手段として宇宙開発に挙国体制で注力してお

り、軍事宇宙でも広範囲に力をつけてきている。 

 衛星系に求められる能力について検討整理した。またわが国における宇宙利用活動の予

測について一表にまとめ整理した。 

 

５．防衛の宇宙利用における必要な技術の検討 

５-１ 輸送系 

  輸送系の主要技術について、即応性、自在性／柔軟性、多様性、低コストの観点から考

察した。用途として定常的な情報収集衛星、早期警戒衛星等、恒久的に配置して運用が必

要な中・大型衛星を打ち上げ輸送する場合と、有事対処用として比較的短期間運用する小

型衛星を輸送する場合が考えられる。恒久的運用用途として、現在 H-ⅡA の信頼性を引継

ぎ、更なる輸送能力の向上及び低コストを狙った H-ⅡB の開発が進められている。小型輸

送系打上の方法は陸上打上システム、海上打上システム、空中打上システムがあるが、そ

れぞれメリット、デメリットがある。 
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５-２ 衛星系 

  衛星系の主要技術について、ミッション固有の技術及び各衛星に共通の技術を抽出しそ

の利用の現状及び将来の動向について検討した。ミッション固有の技術のうちミサイル防

衛関連衛星技術はシステム構築上バイタルであり、国産開発が必要である。長射程ミサイ

ルを対象とした宇宙監視追尾衛星では、弾頭温度が低いと考えられる中間弾道飛翔過程の

ミサイルを探知し追尾する光学探知技術及び追尾技術である。静止軌道型衛星では高感度

光学撮像技術、高感度電波探知技術及びセンサーデータから情報を検出する IMINT 技術

及び SIGINT 技術がキー技術である。偵察関連衛星技術、通信関連衛星技術はいずれも海

外からの取得環境・条件等不安定のため国産開発すべきである。各宇宙活動能力に対応す

る必要技術を一覧表にし、各技術のわが国における成熟度を５段階レベルで示した。更に

将来の防衛衛星開発のため必要となる技術について米国等の状況を参考にして検討し、表

に纏めた。 

５-３ 地上系 

  衛星地上システムに必要な主要技術として RF 送受信・変復調技術、画像処理技術、暗号

化セキュリティ技術など９技術について検討したが、システム構築上クリアしなければな

らない課題は特に無い。欧米との差はあるが、技術的には十分キャッチアップできている。

画像処理技術については処理計算能力の向上が望まれる。暗号化セキュリティ技術につい

ては、これまで科学技術分野や平和利用に徹してきたため、セキュリティ要求はなかった

が、安全保障への利用の視点からセキュリティレベルに応じた情報管理をすることである。 

  データの傍受・漏洩対策としての暗号化はあくまでプロジェクト固有の方式として開発

することが必須である。衛星・地上間の通信能力は、運用上必要なデータ伝送レートによ

って所要値が決定される。偵察監視情報は今後、高分解能が進むことから、最終的には１

Gbps の伝達能力が求められると予想される。 

 

６．日本の防衛機器産業への影響 

６-１ 製造・技術課題とその影響 

  打上げ能力について、現有の H-ⅡA を活用する場合は既存技術の範疇の中で十分打上げ

能力を保持しているが、小型ロケットの場合は、実用化のための検証が必要となる。打上

げ誘導制御については、既存のロケット制御技術及びミサイル等で実績のある推力制御技

術等の活用により比較的短期間に実証が可能である。技術／製造基盤・人材の育成確保の

観点からすると、技術／製造作業が山谷無くかつ長期間にわたり、安定して存在すること

が技術・技能伝承という点で重要である。 
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  わが国の衛星技術は、「おおすみ」を打上げて以降、着実に進歩を遂げてきた。この間 

スーパー301 条等によるスローダウンもあったが、数々の実績を積み、現在は宇宙技術先

進国の仲間に入っている。今後防衛用用途の衛星を開発していくことにより更なる進化、

拡大が期待される。製造・技術上の課題としては、①衛星諸技術の実用化への早期取組み

②長期計画に即した研究開発の取組み③高信頼性、低コスト化への取組み④開発・製造設

備、施設の保全管理である。 

  射場、ロケット追跡システムはリフトオフ後のロケットを追跡して、その軌道と姿勢を

リアルタイムで監視するシステムである。追跡運用を確実に実施するためのシステム構築

上の課題・要求として、レーダ追跡、光学追跡の局位置、ロケットテレメータ局の位置、

保安用コマンド送信周波数と局位置、局間通信回線等について考察した。画像情報の利用

分野の開拓、拡張・強化のための課題について考察した。 

６-２ 行政課題とその影響 

  日本における宇宙開発の情報については、宇宙利用の平和利用原則に則り公開を原則と

してきたが、宇宙ロケットは本質的に弾道ミサイルと同じで、厳格に情報管理すべきと考

える。JAXA の公開原則により、必要以上に貴重な情報を公開してきた感を否めない。ロ

ケットの不具合原因探求について詳細なデータを公開し近隣諸国の弾道ミサイル開発に貴

重なデータを提供してきたのではないかと危惧される。今般宇宙基本法が制定されること

により、宇宙の防衛利用が本格化されると期待されるので宇宙関連の情報の管理徹底を図

る良い機会である。宇宙を防衛に利用する場合、情報の保護、秘密の取扱いについては防

衛省が実施している規則を原則として適用すればよいであろう。なおさらに例えば、防衛

衛星打上げは秘密か衛星本体は秘物件か打上げロケットはどう取扱うのか、書類の秘区分

要員の秘取扱い資格、施設、設備試験装置など実行に当たっては細かい設定が必要である。 

JAXA 所有の設備、JAXA 要員をどのように律していくか検討課題である。 

  輸出管理について防衛衛星の部品、構成製品は輸出してよいのか、考えなければならな

い。防衛衛星の中に使われている専用の部品は武器輸出三原則などの対象になるのか、商

用衛星と共通の部品いわゆるデュアルユース品はどうなのかといった課題がある。輸出貿

易管理令別表第一の第１項に人工衛星は含まれていないが、同第１３項（２）に「人工衛

星その他宇宙開発用の飛しょう体またはその部分品」がいわゆるリスト規制対象となって

いるので実際に輸出が許可されるかは仕向け先と用途等から個々に判断される。こうした

輸出貿易管理令による判断に加え、国防上の観点での判断は必要ないのか考える必要があ

る。 
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７．結言 

  本調査研究の結果として、宇宙開発で先行してきた米・ロ・欧州のみならず、最近では

中国、インド、韓国といったわが国と地政学的・経済的に密接にかかわりのある周辺国が

積極的に国家主導で宇宙開発に力を入れていることが分かった。わが国は世界で４番目に

人工衛星を打上げた宇宙先進国であるが、最近の米国の「Space Power」研究では、米国、

ロシア、欧州、中国、インド、その他の国とあり、日本はその他の国に位置づけられてい

る状況である。 

わが国の宇宙空間の戦略的利用をより確かなものとするために、防衛機器産業に関る視

点から次の点を強調したい。 

① 長期計画に則した国家戦略としての研究開発・産業育成の推進 

② 開発・製造設備、施設及び運用局や通信などインフラの整備と保全管理 

③ 防衛利用と宇宙利用機関の行政施策の一元化及び役割分担の明確化 

④ 情報管理・物品管理及び輸出管理      

現在国会で審議中の宇宙基本法案はわが国の宇宙政策を大きく転換させるものと期待さ

れる。今回実施した調査研究は、法案が未だ審議中であることから、法案がら読み取った

新規需要予測をベースにして産業界に及ぼす影響を検討したもので、将来産業界が取組む

必要が生じるであろう中長期的なテーマとしての技術検討に力点を置き政府あるいは産業

界の取るべき諸施策については、必要検討の項目に留め諸施策の個々についての具体的な

検討を深めるまでには至らなかった。 

将来機会を得て、今回の調査検討で集積した知見を活かし具体的な施策についての検討

を実施することが必要と考える。 
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