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序 

 

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調査等の補助事業のテー

マの一つとして社団法人日本航空宇宙工業会に即応型宇宙システムの製造に係わる競争力

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20年 3月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 



 

序 

 米国では、非対称戦と非常時における現地部隊指揮官の要求に即応する為に即応型宇宙

システムの構築を目指しており、DoDは ORS（Operationally Responsive Space）構想を発

表している。基本概念は、開発・配置・運用に係るタイムラインの大幅縮小である。 

 世界の衛星開発動向は機能の 適化と小型化が主流となりつつある。従来の打ち上げ能

力強化と衛星の大型化重視に比べ、 近では小型で 適化された低コストの衛星が欧米で

は重視されている。市場としても、衛星の長寿命化に伴い、今後の衛星製造数の減少が予

想されるため、大型衛星の需要が見込めなくなりつつあり、世界の各衛星メーカも「小型

化・ 適化・短納期化」による低コスト衛星に注力しつつある。 

 我が国としても世界動向に鑑み、即応型宇宙政策の技術的・商業的・利用的効果のため

にも、有事の際に必要な即応的地球観測衛星打ち上げシステムの構築をはじめとして、大

規模自然災害時に対応可能な宇宙インフラを整えられる環境をつくり、商業分野でも「低

コスト」で「短納期」による商業宇宙競争力の強化を図る必要がある。そのため衛星の技

術的検討課題として、衛星の小型化、軽量化、低コスト化、短納期化に係る量産型衛星開

発技術、ロケットの技術的検討課題として、打ち上げ準備期間の短縮、性能を維持しつつ

製造コストダウンを図るために必要な各コンポーネントの 適化と中小型ロケットの開発

促進があげられる。 

 本調査では、我が国の防衛と宇宙産業競争力強化に向けて、各国の安全保障政策と類似

システムの調査を行い、即応型宇宙システムのあり方について次の検討を行った。①各国

の安全保障に関する宇宙政策の調査②海外の類似システムの調査③即応型宇宙システムの

検討、製造力強化の方策の検討 

本調査研究報告書は、社団法人日本航空宇宙工業会が、社団法人日本機械工業連合会か

らの委託により、平成19年度「即応型宇宙システムの製造に係わる競争力強化に関する調

査報告書」として、日本の宇宙産業を構成する主要衛星・ロケットメーカ、および有識者

の委員からなる即応型宇宙システム競争力強化委員会での検討の成果を纏めたものである。 

本報告書が、今後の我が国の企業・政府・宇宙研究開発機関等の、将来宇宙開発利用の

企画・立案に際し、多少でも参考になることを願っている。 
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Ⅰ：概要 



 

I 

  

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と提言をまとめた。 

 

 



 

II 

 [要約] 

第１章 各国の安全保障に関する宇宙政策 

１．１ 米国 

国家宇宙政策及び軍事宇宙政策を定め文章化している国は世界中でも米国だけである。米国

では、情報技術による安全保障の変革として、NCW（Network Centric Warfare）構想を推進す

る。これは仮想敵国だけではなく、目に見えない敵との戦いを強いられる状況において、国家

安全保障において重要なことは、より強力な兵器システムを作ることではなく、迅速に現状を

正しく把握し(Situational Awareness)、陸・海・空・宇宙を一つのネットワークとして統合

して運用する(Net Centric)ことであるとされている。Net Centricは巨大なシステムを構築す

ることになり、その基礎となるTransformational Military Space Programsが進められてい

る。 

１．２ カナダ 

カナダは軍事専用の宇宙システムは持たずに、地球観測衛星が取得するデータを防衛目的で

利用している。 

１．３ 欧州 

拡大するEUの役割、軍事宇宙能力の開発、産業界の再編、これら三要素が加盟国の宇宙関

係機関・産業に大きく影響を与えている。ESAは欧州の政府間協力の中核的存在だったが長期

的な研究開発を行う組織へと位置付けられる一方で、EUがより経済面を意識した（政治、安全

保障という面も含む）宇宙利用（アプリケーション）を主導するように位置付けられている。 

１．４ ロシア 

ソ連邦の崩壊により一時は宇宙活動が非常に低迷した時期もあったが、成功率が高く、価格

の競争力が高いロケットを軸に、海外から商用打上げサービスを順調に獲得し続けてきている。 

１．５ アジア 

2007 年 1 月 12 日、中国が自国の静止気象衛星をミサイルを用いて破壊する試験を行った。

この衛星破壊が引き金となり、宇宙の武器制限である「arms control in space」を国際協定

として結ぶべきであるという議論が再燃したが、自在な宇宙活動の妨げになるとして米国はそ

のような協定は必要ないとのコメントを出した。インドの軍事宇宙活動は防衛研究開発局

（DRDO）とインド宇宙研究局（ISRO）の協力によって進められている。韓国は軍民両用通信衛

星KOREASAT-5を運用中である。 

 



 

III 

第２章 海外の類似システム 

２．１ 衛星 

 TACSAT（Tactical Satellite）シリーズはDoDの ORSオフィス（2007年 5月設立）が推進す

る即応型小型衛星である。技術デモンストレーションプログラムとして進められている。

TACSATのプログラムコスト（目標）は打上げ費込みで15Mドルである。TACSATは現状TACSAT-1

～TACSAT-8（TACSAT-5までRFPが出されている）迄計画されており、各衛星による段階的な実

証が計画されている。 

２．２ ロケット 

即応型小型打ち上げ機に関する 新動向としては、米国空軍が2008年度の予算を投入して、

小型打ち上げ機を大量購入することを決定したことである。各社の対応は、以下の通り。 

・OSC：すでにTACSAT-2、-3向けのMinotaurロケットを計24Mドルで製造しており、空軍が

ロケットを大量購入すればさらにコストを低くすることが可能と述べている。 

・Space X：同社も小型ロケット大量受注競争に参加する計画であり、受注できれば現行のフ

ァルコン1のコストを7Mドル削減可能としている。 

・Air Launch LLC：ファルコンプログラムのフェーズ2でQuickReachを開発中。大量受注に

意欲を示している。 

OSCは既にTACSAT-2の打ち上げ実績があり、TACSAT-3、4も計画されている。一方Space X

はファルコンロケットに問題が発生してTACSAT-1の打ち上げが延びていることから、OSCに有

利な状況かと思われる。コスト的にはkgあたり40～70Kドルである。 

海外では海上発射システム、空中発射システムが運用中であるが、一般的な評価としては以

下のようにまとめられる。 

－陸上発射システム 

・広大な射場が必要 

・打ち上げ軌道に応じた制御が必要 

－海上発射システム 

・射場に替え専用ドックが必要 

・陸上発射に比較し制御損失が少 

・打上げの自在性が高い 

－空中発射システム 

・射場に替え滑走路及び航空機が必要 

・陸上及び海上発射に比較し速度損失が極めて少ない 

・打上げの自在性が高く大幅な打上げ能力向上 
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陸上、海上、空上からの打ち上げ方式をトレードオフする 

 

第３章 世界の即応型宇宙システムを用いた競争力強化のための戦略 

３．１ 欧州 

欧州では英国、ドイツ、フランスを中心に、低コスト化を目的に衛星バスプラットフォーム

の標準化を推し進めている。 

３．２ 米国 

米国では、非対称戦と非常時における現地部隊指揮官の要求に即応するために即応型宇宙シ

ステムの構築を目指しており、DoD（国防総省）と DARPA（防衛高等研究計画局）が ORS

（Operationally Responsive Space）構想を発表している。ORS 構想では、宇宙で自国の衛星

システムが損傷を受けた場合、1週間以内に衛星を製造し、数時間または24時間内に衛星を打

ち上げて配置することを目標としている。具体的には、従来の衛星の問題点である「長期の製

造期間＋高コスト」という欠点を克服するために、「短期製造＋量産可能＋低＆中コスト」の

即応型衛星システムを確立させ、比較的安価な調達価格で政府が買い上げるTACSAT（Tactical 

Satellite）を研究開発している。これは、小型衛星と即時打ち上げが可能なブースターを組

み合わせることにより、SIPRNET (Secret Internet Protocol Router Network)を介した迅速

な軍事機密データの配信を実現することを狙いとする。また、非常時に特定の地域を集中的に

監視する目的もあり、衛星1機の打ち上げから運用までのミッションコストを20Mドル以内と

する目標を設定し、短期間で衛星を製造して打ち上げる能力の保有を目指す。ORSは“Nice to 

Have(持つと良い)”ではなく、“Need to Have (持たなければならない)”ということを証明す

るプロセスである。 

 

第４章 即応型宇宙システムの設計・製造競争力強化の方策 

米国ORSから我が国が得られる 大の示唆は、従来の我が国の宇宙開発の典型である「○○

の機能性能を持った機器がある → その機器の組合せでは●●のミッションができる」とい

うアプローチとは異なり、「●●のミッションを達成する必要がある → ○○の機能性能を

有する機器（含、開発）・仕組みが必要」という設計コンセプトの差異である。 

４．１ 衛星システム 

競争力強化施策としては以下があげられる。 

（1） バスシステム／衛星システム 

・大量／継続的発注による製造コストの低下 

・効率的な一括生産（4～8機）プロセス及び保管／点検手法 
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・柔軟性と効率維持のバランスをとったオプション構成範囲の設定 

・システム組立～打上準備プロセスの詳細化＆短縮手段 

(2) ミッションシステム （センサ） 

・光学（パンクロ）センサ ： 小型（小径）センサによる高分解能化，高画質の実現 

・SARセンサ ： 小型化／高分解能化の実現 

・赤外センサ ： 検知性能 （雲の影響等） の研究開発 

・ハイパーセンサ ： 識別能力／高分解能化の研究開発 

・上記センサの宇宙実証，観測データベース構築 

(3) ミッションシステム （データ処理・伝送系） 

・中央への直接データ伝送の必要性 （指揮権の規定 = 利用コンセプトの明確化） 

(4) 総合システム 

・衛星の自律化機能の強化 

・ユーザインタフェース （抽象的要求の具体的コマンド列への変換）の高度化 

４．２ ロケットシステム 

優れた貯蔵性、構成のシンプルさによる簡便な整備性、中小型におけるコスト優位性等から、

固体ロケットシステムは即応型打ち上げシステムにおける有力な候補と考えられる。前述のよ

うに、固体ロケットシステム技術は性能、規模(大型化)の観点では世界トップレベルの技術水

準に到達したが、コスト競争力に課題があるとされている。また、即応型打ち上げシステムと

いう観点では、打ち上げ準備期間短縮等の運用性の改善が課題である。 

各種打ち上げプラットフォーム（陸上、海上、空中発射システム）はそれぞれメリット・デ

メリットがあり、衛星のミッション、運用、開発／運用コストなどの諸条件を含めた議論が必

要である。 
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打ち上げプラットフォームの比較 

 

第５章 まとめ 

５．１ 日本版即応型システムへの要求 

我が国としても世界動向に鑑み、即応型宇宙政策の技術的・商業的・利用的効果のためにも、

有事の際に必要な即応的地球観測衛星打ち上げシステムの構築をはじめとして、大規模自然災

害時に対応可能な宇宙インフラを整えられる環境をつくり、商業分野でも「低コスト」で「短

納期」による商業宇宙競争力の強化を図る必要がある。 

日本版即応型宇宙システムの概案のひとつは、下表提案１に示す常時観測を行う単一ミッシ

ョン衛星群の運用を前提とした案である。この場合は、即応型の打ち上げシステムは、衛星の

寿命や故障に対する代替機の打ち上げや観測頻度を更に向上させるための衛星を追加する役

割を担う。日本版即応型宇宙システムのもうひとつの概案は、提案２に示す特定地域を短時間

に集中的に観測する軌道に衛星を打ち上げる場合である。 

 

 

全体コンセプト 

機動性 ○ 打ち上げ可能な状態で保管すれば
短時間で打ち上げ可能 ○

打ち上げ場所への短時間での移動が
可能

△
打ち上げ場所への移動に時間がか
かるが、運用で対応可能

耐候性 △ 悪天候下での打ち上げは困難 ○ 天候の影響を受けにくい ○ 悪天候を避けて打ち上げ可能 

△

既存射点では発射方位の制限（南に
打てない）があり、極軌道打ち上げで
は打ち上げ能力が大幅に低下する。
既存射点では打ち上げ日の制約があ
る（地元住民、漁民との合意事項）。

○

打ち上げ時期の制約が無く、打ち上げ
性能低下への影響が小さい最適な場
所を選択可能。打ち上げ時期の制約
を受けない公海上を選択可能。

○

同左

△
ロケット打ち上げ時の射圏安全上、広
大な射場が必要となる。 ○

母機が必要となるが、専用射場は不
要。 △

専用射場は必要ないが、専用の指
令船と発射（台）船が必要となる。

○
既存技術を適用

△
航空機への搭載・分離、ロケット点火、
安全に関する新規技術開発が必要。 ○

揺動時の打ち上げに技術課題があ
るが、陸上発射に近いため新規技
術課題は少ない。 

○
既存ロケットと同等 

△
航空機への爆発物の搭載に制約があ
る。搭載方式によっては耐空証明の取
得が必要。

○
海上輸送は既存ロケットでも実施。

台船等の大型化により、打ち上げ能力へ
の大きな制約は無し。 

LEO へ H2-A：10 トン、M-ⅴ:1.8 トン 母機 L-1011 で LEO へ 450kg（ﾍﾟｶﾞｻｽﾛｹｯﾄ）
母機 F-15 クラス戦闘機で LEO へ 150kg 程度
（構想段階）

シーローンチ社、GTO へ 6 トン

開発課題 

法制度 

ロケットを大型化すれば打ち上げ能力
に大きな制約無し。 

打ち上げ能力は、母機の制約を受ける。

打ち上げ能力 

即応性 

運用性 

射場の規模 

海上発射

台船もしくはリグなどを用いて、海面上か
らロケットを打ち上げる方式。

項目 

システムの概要 
航空機を使って上空でロケットを切り離して
打ち上げる方式。

通常の陸上打ち上げ射場より打ち上げ
る方式。

陸上発射 空中発射
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日本版即応型宇宙システム 提案１ 

想定ユーザ 防衛省 

拡張ユーザ（官） 警察庁、消防庁、農林水産省、国土交通省、環境省、等 

拡張ユーザ（民） 通信業、輸送用機器業、製造業、サービス業、大学、個人、等 

搭載ミッション 光学、赤外、SAR、電波方探、等のうち 1 衛星 1 ミッション 

分解能 空間分解能１ｍ程度 

東アジア上空を 24 時間監視することを満足する機数→24 機（20

分毎）、16 機（30 分）、1 機（24H） 

打上げ機数、等 

情報取得間隔 30 分以内 

衛星：1 年以下 

ロケット：1 年以下 

設計製造試験期間 

（設計期間は量産時想定） 

地上運用設備（運用手順準備等）：1 ヶ月以内 

打上げ手段 従来打上げ手段、航空機発射、海上発射、打上げ時期は任意 

打上げから運用開始まで 1 日以下 

艦艇、航空機、潜水艦、可搬局、秘匿性のある固定局 地上局 

（他衛星との通信も実施） （サブ）：大学、JAXA 新 GN 局、一般固定局、海外局 

運用期間 0.5～3 年目標 

その他必要設備 地上ネットワーク、高精度 M&S 解析装置、意思決定センタ 

コスト（量産時想定） 量産機として、衛星・ミッション・運用込みで一機 30 億円以下 

  

 

日本版即応型宇宙システム 提案２ 

 

想定ユーザ 防衛省 

搭載ミッション 光学、赤外、SAR、等のうち1衛星 1ミッション 

分解能 1m以下（光学の場合） 

打上げ機数、等 1機 

設計製造試験期間 衛星・ロケットを整備状態で保管 

打上げ手段 ユーザ要求から30分以内で打上げ可能な即応型ロケット 

打上げから運用開始まで 2時間以内 

地上局 艦艇、航空機、潜水艦、可搬局、秘匿性のある固定局 

運用期間 数ヶ月 

その他必要設備 地上ネットワーク、高精度M&S解析装置、意思決定センタ 

コスト 量産機として、衛星・ミッション・運用込みで1機 30億円

以下 
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５．２ 日本版即応型宇宙システム競争力強化の方策 

即応型宇宙システムに関する検討は米国が も進んでおり、これが一つの参考となる。しか

し、我が国は防衛に対する基本的考え方、周辺国事情等米国とは状況が異なり、我が国に必要

な即応型宇宙システムは必ずしも米国と同一のものとはならない。そこで、諸外国の例も参考

にしつつ日本版即応型宇宙システムについて検討を行い、前項に示すシステム要求を設定した。

日本に真に必要な即応型宇宙システムに関する議論を深めていくことが今後必要である。 

 

５．３ 課題と今後の進め方 

５．３．１ 課題 

我が国の衛星、ロケットシステムの技術課題としては、以下が考えられる。 

１）衛星の技術的検討課題 

 ・衛星の小型化、軽量化、低コスト化、短納期化に係る量産型衛星開発技術。 

２）ロケットの技術的検討課題 

・打ち上げ準備期間の短縮、性能を維持しつつ製造コストダウンを図るために必要な各コン

ポーネントの標準化/単一ミッション化と中小型ロケットの開発促進。 
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即応型宇宙システムの競争力強化に関する技術的課題を整理すると次のようになる。 

 

即応型宇宙システムの競争力強化に関する課題 

課題 目的 備考 

小型化 低コスト化 

即応化 

・衛星の小型/軽量化によりロケットも含めた全

体システムを小型・低コスト化 

・小型化による取扱い性向上。準備期間短縮 

・機動性向上 

民生技術活用 低コスト化 ・民生部品活用による低コスト化 

・製造工程の簡素化・効率化 

・低コスト設計 

運用性向上 低コスト化 

即応化 

・自動点検等による打ち上げ準備作業期間の

短縮 

・衛星の軌道・姿勢確立の GPS 等を利用した自

律化による即応性向上 

空中発射 低コスト化 ・推進装置の一部再利用化となり、小型・低

コスト化ポテンシャル有り 

・日本で経験なく、開発要素は多い。 

  

上記の技術課題の解決(＝技術の維持・向上)に当っては、以下のことに留意して進めること

が必要である。 

1)段階的な開発 

確実な開発、適用技術陳腐化防止の観点から、難易度の高いものは、技術の維持・向上を図

りながら、段階的な開発を行っていくことが必要である。 

2)継続的な開発・実証機会の確保。 

ペーパーワークのみで技術の維持・向上を図るのは困難であり、継続的な開発・実証の機会

を確保することが重要である。 

開発・実証機会の確保の一方策として、即応型宇宙システムを実用ミッションに加えて、技

術実証ミッションに利用することも有効である。 

５．３．２ 今後の進め方 

宇宙システムを防衛分野で利用するに当たり、局地的な偵察等の衛星においては、対処が必

要になった時、即応的に衛星を製造し素早く打ち上げる必要がある。しかるに、我が国におい

ては、射場は漁業補償により打ち上げ時期が制約されている。従って、短期間で衛星を製造し、

空中発射等で素早く打ち上げる即応型宇宙システムの構築が喫緊の課題である。 

今後（平成 20 年度）は、我が国において防衛省が即応型宇宙システムを使うに当たり、更

なる検討が必要な、①小型即応衛星群を用いた連続的なデータ取得技術、②取得データを我が



 

X 

国に送信するデータ中継技術、③素早く打ち上げるための射場技術（特に移動型／洋上発射基

地）などの「統合即応型宇宙システム」を構成する技術について早急に調査研究を実施し、設

計・製造能力を強化する必要がある。 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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第１章 各国の安全保障に関する宇宙政策 

 

１．１ 米国 

 

１．１．１ 国家安全保障における宇宙政策 

 

国家宇宙政策及び軍事宇宙政策を定め文章化している国は世界中でも米国だけである。

国家宇宙政策(U.S. National Space Policy)は 2006年 8月に大統領府によって発表された

文書であり、宇宙のリーダーシップの強化、宇宙活動の妨害の排除、有人・無人探査の実

行・維持、探査・科学・環境の恩恵の増大、宇宙産業の競争力強化、堅固な科学技術基盤

の確立、国際協力の奨励などを米国の宇宙活動の目標としている。同文書には「米国は平

和目的のため、そして全人類の利益のための全ての国による宇宙の探査と利用に 大限の

努力をする。本原則に沿い、「平和的な目的」により国益追求の中で米国は防衛と情報収集

分析関連の活動を行うことができる。」と記されている。あえて平和目的を括弧書き（原文

では”Peaceful purposes”）し、米国の平和目的に対する考え方をはっきりと主張してい

ることが分かる。 

 

同政策は、民事（政府が行う非軍事的活動）、国家安全保障、商用の3つに対して、宇

宙活動のガイドラインが設けられている。国家安全保障における宇宙ガイドラインは軍事

とインテリジェンスの二つを包含するものとなっている。ここでの政策目標は以下の4つ。 

 

・大統領及び副大統領の大統領府機能遂行を支援する。また大統領府の国家・国土安全保

障及び対外政策における上級意思決定者及び連邦政府職員、ならびに揺ぎない立憲政治の

運営及び基盤を支援する。 

・平時、危機及び紛争レベルに関わらず、国防及びインテリジェンス活動に関する要求・

運用を常に支援、実現する。 

・米国の優位性を維持し、国防及びインテリジェンス活動に資する宇宙能力を開発、配備

する。 

・適切な計画立案、プログラム策定、予算割当て、組織化、戦略作成により、国家・国土

安全保障を支える軍部隊体制の実現と宇宙能力の 適化につなげる。 

 

これらの目標を達成する方策として、国防総省（DoD）は、Space Support（軍事宇宙シ



 

２ 

ステムの打ち上げ、配備、維持に係る活動）、Force Enhancement（主に軍関係活動の効率

性を向上させるためのものを示し、具体的にはISR、早期警戒、指揮・通信、測位・航行、

気象・環境監視が含まれる）、Space Control（米国及び友好国の自由な宇宙活動を確保す

るものであり、宇宙空間の監視・状況把握、宇宙システムの保護、敵対者の宇宙利用の防

止等が具体的活動）、Force Application（紛争の流れや結果に影響を及ぼす宇宙活動であ

り、具体的には弾道ミサイル防衛が含まれる）といったミッションを実行する能力を維持

することと定められている。インテリジェンスガイドラインでは、対外政策、軍事政策、

経済政策、軍事活動、外交活動、警戒、危機管理、協定遵守監視などを支援する情報及び

データをタイムリーに提供する能力の維持を求めている。 

 

また、1999年 7月にDoDは軍事宇宙政策(DODD 3100.10 Space Policy)を発表した。軍

事宇宙政策では国家安全保障における宇宙利用について次のように述べている。 

 

「宇宙は、国家安全保障目的を達成するための軍事的活動を行う陸、海、空と同じ媒体

である。宇宙で行われる活動の多くは国家安全保障及び経済的活動にとって重要であるた

め、宇宙へのアクセス及び利用の能力は国として不可欠なものと考えられる。宇宙空間に

おける自由を確保し、宇宙における国家安全保障を保護するということは優先度の高い宇

宙活動である。米国の宇宙システムは国家財産であり、干渉を受けることなく宇宙に配備・

運用される権利を有する。米国の宇宙システムに対する意図的干渉は主権の侵害とみなし、

必要な防衛的措置をとることもありうる。DoDの宇宙活動の目的は、実戦で使える宇宙能

力を提供し、国家安全保障目標の達成に必要な宇宙能力を米国が保持していることを確実

なものとすることである。」 

 

軍事宇宙政策が網羅しているのは軍事宇宙活動だけでなく、DoDとして関係のある全て

の活動、例えば、商業宇宙活動の支援、民生品の積極的調達、周波数帯管理、宇宙デブリ、

宇宙システムの廃棄、宇宙飛行安全、宇宙での原子力発電利用、軍備管理、武器不拡散、

輸出規制等についても漏れなく記述されている。 

 

米国では、情報技術による安全保障の変革として、NCW（Network Centric Warfare）構

想を推進する。これは仮想敵国だけではなく、目に見えない敵との戦いを強いられる状況

において、国家安全保障において重要なことは、より強力な兵器システムを作ることでは

なく、迅速に現状を正しく把握し(Situational Awareness)、陸・海・空・宇宙を一つのネ
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ットワークとして統合して運用する(Net Centric)ことであるとされている。Net Centric

は巨大なシステムを構築することになり、その基礎となるTransformational Military 

Space Programsが進められている。 

図1-1 NCW構想 

 

１．１．２ 偵察 

 

偵察は一般的にImagery Intelligence と呼ばれており、米国では光学式のKHシリーズ

とレーダー式のLacross シリーズの二種類が偵察衛星として開発・運用されてきた。それ

らの諸元は殆ど明らかにされていないが、KHシリーズは分解能10cm、重量18t、全長11

～13m、Lacrosseシリーズは分解能8.3m、重量14t、全長13mと超大型衛星である。 

     

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 KH-11            図 1-3 Lacross 

 

イラク戦争での宇宙利用で述べられているように、これら大型偵察システムの難点は偵

察需要が発生した際に即応することが難しいことであると言われている。そのため、空軍

はTACSATという即応性を重視した衛星の研究開発に防衛高等計画研究局(DARPA: Defense 

Advanced Research Project Agency) と共同で取り組んでいる。また、これらの難点を克

★宇宙に配備した高性能センサーによ
る状況把握 （Situational Awareness)
・ ISR

Ear ly Warning (DSP, SBIRS, STSS)
IMINT (Keyhole, Lacrosse)
SIGINT
SBR

・Weather
DMSP, NPOESS

・Navigation (Navstar/GPS)

★得た情報をネットワークを通じて共有
・DSCS, MILSTAR
・MUOS
・AEHF
・TSAT

Platform Centric Warfare ⇒ Network Centric Warfare
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服すべく次世代の画像偵察アーキテクチャー(FIA: Future Imagery Architecture)の検討

がボーイングを中心に行われている。 

 

現在運用している偵察衛星（KHシリーズ、LACROSSシリーズ）の次世代システムの検討

は1990年代から開始されているが、技術的問題及び予算的問題により難航している模様で

ある。次世代偵察衛星の定義、調達、運用を行う Future Imagery Architecture(FIA)は

NRO(National Reconnaissance Office)のイニシアチブとして1990年代半ばにその検討が

開始された、フェーズAは 1996年半ばに完了し、続いてコンセプトディフィニションを行

うフェーズBが開始された。1997年 1月にはフェーズC開発に関する 初の説明会を行う

までに至ったが、1998年 3月、FIA予算と産業界の費用予測の乖離が大きいことが判明し、

更に6ヶ月かけてこの差を埋める検討を実施した。計画当初は2003～2004年に次世代偵察

衛星を打ち上げる予定だったが、2004～2005年へと遅延が決まった。また、この時点では

小型衛星 10～12 機を用いる革新的アーキテクチャーよりも、3～4 機の進化的なアーキテ

クチャーをNROとしては好んでいたと報じられている。 

 

FIAは衛星、地上処理システムの二つから構成されている。地上システムは1999年にレ

イセオンが契約を獲得した。衛星については、光学式とレーダー式を当初は分ける予定だ

ったが、議会からの予算的圧力が強かったため、両方を1社に担当させる方針をNROは採

用した。ロッキード・マーティンとボーイングの二社が競争し、 終的にボーイングが契

約を獲得した。しかしながら、FIA の開発は、技術的問題及び予算的問題によって難航し

た。1999～2005 年の間に政府は FIA に 100 億ドル以上（40 億～50 億ドルのコスト超過分

を含む）を費やしたが、芳しい成果は得られなかった。 

 

2005年 7月、FIAをレビューする委員会はボーイングに対し光学式衛星の開発を中止す

るよう命じた。ボーイングは明らかにこの分野では実力・能力不足であったことが判明し

た。これにより 初のFIA衛星の打ち上げは2005年から2009年へと遅延された。2005年

9 月、当時の国防長官は光学式偵察衛星の開発業務をボーイングからロッキード・マーテ

ィンへと移すことを決定した。ボーイングは主契約者としての責務を継続するものの、FIA

の衛星開発としての業務は光学式と比較すると規模的に小さいレーダー式だけを担当する

こととなった。 
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高い分解能

両方の要素を
兼ね備える デジタル化 高分解能化＋赤外

フィルム回収方式 データ伝送方式（中継衛星利用）

※注：各衛星のボックスのボックスの左端は運用開始時期を示すものであるが、ボックスの長さは運用期間を示すものではない。

リアルタイム要求

全天候対応要求

Future

Imagery
Architecture

レーダー式

米画像偵察衛星の進化

ADVANCED KH-11

LACROSSE

現在

 

図 1-4 画像偵察衛星の変遷 

 

１．１．３ 信号傍受 

 

信号傍受(SIGINT: Signal Intelligence)には、通信を傍受するCOMINT (Communications 

Intelligence)と通信以外の電波を傍受する ELINT (Electronics Intelligence)の二つの

機能がある。前者は通話・メッセージの発信・送信源並びに内容の分析を行うためのもの

であるが、光ファイバー整備の向上、パケットスイッチングや暗号化技術の向上などによ

って、衛星で通話を傍受することが難しくなってきていると言われている。ただし、オー

プンソース（ラジオ、衛星電話など）の通話・メッセージについては十分機能を果たして

いるようである。ELINT は主にレーダーの特徴の把握並びに発信源の特定に利用されてい

る。FAS (Federation of American Scientists)によると、Magnum、Trumpetと称するシス

テムが運用されているようである。性能については公表されていない。 

 

１．１．４ 早期警戒・ミサイル防衛 

 

DSP(Defense Support Program)はミサイル発射時の噴煙を捉えることで早期警戒情報を

提供することをミッションとする衛星である（図 1-5）。大陸間弾道弾(ICBM)のような長

距離ミサイルの発射を検知する機能だけでなく、宇宙空間における核爆発を検知する機能

も備えられている。米国は DSP の初号機を 1970 年に打ち上げた。それ以来、2004 年に打
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ち上げられた 終機を含め、計22機を運用してきた。2009年打ち上げ予定の23機目をも

ってプログラムは終了する。 

 

1990年代はじめの湾岸戦争の経験により、スカッドのような短射程ミサイルの発射を検

知する機能が求められるようになり、ALERT(Attack and Launch Early Reporting to 

Theater)システムと称する、戦域ミサイルの警戒機能が1995年から付加された。 

 

図 1-5 DSP 

 

このようなDSPの機能は早期警戒だけでなく、ミサイル防衛という目的にも重要である

という認識が高まり、空軍のSBIRS（Space Based Infrared Satellites）へと統合される

こととなった。当初、SBRISは Lowと Highの二つのシステムから構成される。1980年代に

SDIO が進めていた Brilliant Eyes が Space and Missile Tracking System へと名称が変

わりSBIRS-Low となった。SBIRS-High は DSPを代替するシステムであり、静止衛星と楕円

軌道の機密衛星に搭載されるセンサから構成される(図 1-6)。2001年、ミサイル防衛目的

の色が濃い SBRIS-Low は SDIO の後継組織である BMDO(Ballistic Missile Defense 

Organization)へと移管された。SBIRS-Lowの目的はミサイル防衛を支援することであるこ

とをより一層強調するため、Space Tracking and Surveillance Systems(STSS)へと名称変

更された(図 1-7)。BMDOは現在MDA(Missile Defense Agency)となっている。 

 

 

   

 

 

 

 

図 1-6 SBIRS-High                     図 1-7 STSS 



 

７ 

DSPはミサイル発射を探知し、その飛行コースを決定するまで40～50秒かかると報じら

れている。SBRIS-High では決定し、警戒を地上へと発信するまで 10～20 秒という目標が

立てられている。SBRIS-High の楕円軌道センサである SBIRS-HEO の 1 機目が 2006 年 6 月

に打ち上げられ、当初の予測以上の性能を発揮していると報じられている。HEO の 2 機目

の打ち上げはSBIRS-High 初号機と同じ2008年に予定されている。図1-8に早期警戒衛星

の変遷を示す。 

 

1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

DSP
Phase I
素子数：2000
寿命：3年

DSP
Phase II
素子数：2000
寿命：5年

DSP
Phase II MOS/PIM
素子数：2000
寿命：5年

DSP
Phase II Upgrade
素子数：6000
寿命：5年
目標探知2分以内

現在

DSP
Phase III
素子数：6000
寿命：5年
衛星間通信ペイロード装備、ミサイル探知からコース決定まで40～50秒

SBIRS
HEO 2機、GEO 3機
素子数：NA
寿命：NA
ミサイル探知、コース決定、地上への警告伝達まで10～20秒

STSS
技術実証 2機
素子数：NA
寿命：NA
発射から迎撃或いは大気圏再突入までミサイルを追跡する。

 

図 1-8 早期警戒衛星の変遷 

 

１．１．５ 気象 

 

米国の気象衛星は、海洋大気庁(NOAA: National Oceanic and Atmospheric Agency)が

運用する民事用気象衛星の GOES(Geostationary Operational Environment Satellite)及

び POES(Polar Operational Environment Satellite)、国防省が運用する軍事気象衛星の

DMSP(Defense Meteorological Satellite Program)がある（図1-9）。DMSPのデータは1972

年 12月に非機密扱いとなり、一般でも利用できるようになった（但し、衛星の運用は空軍

が継続している）。DMSPはこれまでに30機以上打ち上げられている。 

 

次世代の気象衛星を軍民両用とすることで10億ドル近い費用削減効果を期待して、DMSP

と POES を統合した NPOESS(North Polar-orbiting Operational Environment Satellite 

System)を開発し、2010年以降に3機配備する計画が進められている（図1-10）。契約者は
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Northrop Grummanである。しかし、NPOESSは技術的チャレンジが高く、計画の遅延及びコ

スト超過を招いているため（2012年に初号機打ち上げ予定、3機体制を組めるのは早くて

2014年）、技術リスク低減を目的としたNPP(NPOESS Preparatory Project)を実施すること

となった(図 1-11)。NPPは NPOESSの主要センサの軌道上技術実証・試験を行うことを目的

としている。NPPの契約者はボールエアロスペースで、打ち上げは2009年を予定している。 

 

     

図 1-9 DMSP          図 1-10 NPOESS 

 

 

図 1-11 NPP 

 

１．１．６ 移動体検知・追跡 

 

有人機であるJoint STARS と無人機(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)の Global Hawk に

よって、GMTI(Ground Moving Target Indicator)技術とSAR技術を組み合せて、地上の移

動体を検知し、それを追跡する能力が蓄積されてきた。衛星にこの機能は未だ搭載されて

いないが、将来のNCWを支えるためのカギとなるTransformational Space Systemの一つ

として移動体検知・追跡機能を備えたSpace Based Radar(SBR)が位置付けられている（も

う一つのシステムは通信衛星TSAT）。2010年以降の配備が想定されているSBRは、世界の

殆どの地域において24時間継続して移動体を検知・追跡すると同時に三次元レーダーマッ

ピングを実施できる能力を有する。図1-12に示すように、航空機よりも広域をカバーでき

る点が大きな長所と言われている。 
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図 1-12 JSTARS・UAVと SBRのフットプリントの比較 

 

１．１．７ 航行・測位 

 

世界の衛星測位の事実上の標準となっているGlobal Positioning System(GPS)は米空軍

が管理・運用しているシステムである。2007 年 1 月現在で Navstar 衛星（図 1-13）31 機

が稼動している。その内訳は、Block IIが 1機、Block IIAが 15機、Block IIR が 13機、

Block IIR-Mが2機である。IIR-MはIIRに第二の民事信号であるL2Cを加えたもので、Block 

IIFでは第三の民事信号であるL5を搭載し、アンチジャミング対策も向上する計画である。

Block III については様々な検討が行われており、中には現在の 6 軌道面に各 6 機という

アーキテクチャーから、欧州Galileo のように3軌道面に各10機へと変更するという案も

ある。1 軌道面あたりの衛星数を増やすことができれば、軌道面を減らしても支障ないと

いう考えに基づいたものと報じられている。 

 

 

図 1-13 Navstar 
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1990年 2005年 2008年 2013年

 

図 1-14 航行衛星の変遷 

 

 

１．１．８ 通信 

 

米軍の衛星通信は、情報の量及び伝送の速さを重視した「Wideband」、アンチジャム機

能及び核の状況下での生存性を高めた「Protected」、受信側の環境に 大限応えられる応

用能力を提供する「Narrowband」の 3つから構成されている（図1-15）。 

 

 

図 1-15 米国の軍事通信衛星システム 
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(1) Wideband 衛星通信システム 

 

米軍は Wideband 通信のため、DSCS(Defense Strategic Communications Satellite)と

称するSHFのマイクロ波通信衛星を運用し、無線LANや偵察写真の送信などに利用してき

た（図 1-16）。4 機配備され、内 2 機はバックアップとされている。DSCS シリーズ 後の

衛星であるDSCS 3 は 2003年 8月に成功裏に打ち上げられ、次世代衛星の研究開発が進め

られている。 

 

DSCSの次の世代のシステムとしてWGS(Wideband Gapfiller Satellite)が計画されてい

る（図 1-17）。現在計画されている Wideband の 終目標である GBS(Global Broadcast 

Service)衛星の実現には解決しなければならない技術的課題が多く、そのためにWGSを過

渡的なシステムとして開発する計画となっている。WGS 1～3の 3機体制で運用され、2007

年から打ち上げ予定である。2007年 1月、WGSの性能は単なる能力の穴埋めであるギャッ

プフィラーではなく、従来にはない能力を提供するものと結論付けられ、Wideband Global 

System（略称は同じ WGS）と名称変更された。2008 年中には全機配備予定。2007 年 10 月

に WGS1が打ち上げられた。 

 

 

   

図 1-16 DSCS         図 1-17 WGS 
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図 1-18 Widebandの変遷 

 

図 1-18 に示すように、Wideband の通信容量は着実に向上している。具体的には、24Mb

の可視画像の伝送にDSCSでは2分費やしていたのが、WGSでは9秒へと短縮される。また、

Global Hawkが取得する120Mbの SAR画像の伝送は20分が45秒になる予定である。現DSCS

には UAV と直接通信する機能は備えられていないが、137Mbps の速度で同時に 8 機の UAV

と通信することがWGSでは可能になる。 

 

(2) Protected衛星通信システム 

 

Milstar という大型静止衛星を用いて秘匿の音声・データ・ファクスの送受信を行って

いる。同衛星はアンチジャム機能に加え核戦争状況下をも耐えるような設計になっており、

衛星間リンク機能を備えているため、米軍が係わった 近の紛争においてUAVが取得する

画像の伝送に利用された。現在は低データレート(LDR)と中データレート(MDR)で通信可能

な(共にEHF帯を使用)Milstar 2が運用されている（図1-19）。 

 

 

図-19 Milstar 2 

2007年～
1982～

2003年

現在
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Milstar 2 の後継機として開発が進められているのがAEHF(Advanced EHF)である。AEHF

は Milstar と同じ EHF 帯を使うが、耐妨害・低傍受などの機能を向上させ、さらに、LDR

及び MDR に加え、XDR という更に高速の通信も可能とするものである。当初は 6 号機まで

計画されたようであるが、2007年 1月現在では3機配備予定である。 

 

AEHF の更に先を見据えた通信衛星として TSAT(Transformational Satellite)が計画さ

れている。TSATでは XDRを更に高速・大容量化したXDR+が予定されている。図1-20に示

すように、24Mbの可視画像の伝送速度を比較すると、現Milstar 2の MDRの 2分が、AEHF

の XDRでは 24秒、TSATの XDR+では 1秒以下という目標を立てている。 

 

図 1-20 Protected通信速度の向上 

 

(3) Narrowband衛星通信システム 

 

Narrowbandは受信側の環境に応じた通信とあるように、基本的に天候や環境に通信の性

能が左右されない（例えば建物の中でもある程度の通信ができる）システムを目指してき

た。米軍はUFO(UHF Follow On)と称する衛星を1993年から2003年にかけて11機配備し、

narrowband通信を提供してきた（図1-21）。現在はUFOの後継機であるMUOS(Mobile User 

Objective System)を開発中で、天候や環境に通信の性能が影響を受けずに、音声・動画・
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データを同時に通信することができる能力の提供を計画している（図1-22）。MUOS1を 2010

年に、MUOS2を 2011年にかけて打ち上げ予定である。 

 

      

         図 2.1-21 UFO       図 2.1-22 MUOS 

 

１．２ カナダ 

 

１．２．１ 海洋監視 

 

カナダは軍事専用の宇宙システムは持たずに、地球観測衛星が取得するデータを防衛目

的で利用している。 

 

カナダ軍は、北方領域を定常的に監視し、北米に近づく船舶を検知するために、2006年

に打ち上げ予定のレーダー式地球観測衛星Radarsat-2（図 1-23）の観測データを用いるプ

ロジェクトを立ち上げている。本プロジェクトはPolar Epsillonと呼ばれ、東海岸及び西

海岸の二箇所に地上局の設置、取得するデータから船舶だけを抽出するアルゴリズムの開

発、船舶探知ビームモードの開発、識別・追跡技術の開発などを行う。また、米軍のSBR

の中核を成すGMTIと同様の技術開発のためにオタワ防衛研究所がRadarsat-2を利用する

と報じられている。 

 

 

図 1-23 Radarsat-2 
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１．２．２ 宇宙監視 

 

カナダ国防省は宇宙空間を監視するSapphire（図 1-24）と称する衛星の開発を主導し

ている。2009年打ち上げ予定のSapphireは高度約6,000km～40,000kmを光学的に監視し、

人工物体を検知する衛星である。取得したデータはカナダ国内の管制局へと送られ、その

後、宇宙物体のトラッキングを行っている米軍の宇宙監視ネットワーク(SSN:Space 

Surveillance Network)へと提供される予定である。 

 

 

図 1-24 Sapphire 

 

１．３ 欧州 

 

１．３．１ EU及び ESA 

 

(1) 欧州における安全保障関連政策 

 

欧州連合(EU)設立以来、経済だけではなく外交及び安全保障についても欧州統一の政策

の設立が図られてきた。欧州の安全保障の基礎となる政策は、Common Foreign & Security 

Policy (CFSP)、及び European Security & Defense Policy (ESDP)の二つである。CFSP

は EU条約において第二の柱として位置付けられた政策であり、対外的な経済・外交・安全

保障政策についてEUを代表して一つの声となりうる枠組み（トロイカ体制）の構築を目指

すものである。一方、ESDP は 1992 年 WEU 外相・国防相会議にて採択されたペータースブ

ルグ宣言である、人道支援活動、救助活動、平和維持活動、危機管理時における軍事行動

などの任務を実施するための枠組みである。ESDPはまた、EUに対して地域的安全保障に関

する共同決定を行う能力を与え、危機管理や平和維持、そして必要に応じて平和共生の作

戦行動に際して、NATO 欧州加盟国や EU 加盟候補国と協議を行いながら大西洋同盟の目標

全体に欧州としての顕著な貢献を行うため、軍事力を含む広範な手段を展開する能力を与
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えることを目標としている。 

 

しかしながら、EUの新基本条約であるEU憲法が2005年にフランスの国民投票で否決さ

れ、EU 外相職の新設などを柱とする「外交、安全保障分野の一本化」の目標は挫折した。

西欧主要国であるフランス、ドイツ、イギリスの間でも対米という見方でEUに期待するこ

とにかなりの温度差があり、共通の外交・安全保障政策の策定にはまだ時間がかかりそう

である。 

 

(2) 宇宙政策における安全保障面の強化 

 

宇宙プログラムとしてはESAを通じた国際協力と各国が実施する国家計画があり、宇宙

のデュアルユースが本格化し、更にEU主体の宇宙プログラムという新たな動きが加わった

ことにより、欧州の宇宙活動は断片化されていたが、1990年代終わり頃から統一を図ろう

とする動きがでてきた。1999 年 12 月には欧州委員会(EC)と ESA が欧州の宇宙戦略の共同

作成を開始し、2000年 9月にはESDPに対する宇宙の有効性を示唆する「Europe and Space: 

Turning to a New Chapter」報告書を発行している。更に2000年 11月には「Towards a Space 

Agency for the European Union」においてEUの枠組みの中でのESAの活動が防衛関係を

包含するよう拡大してゆくことを奨励していた。翌2001年 12月にはより欧州統一的な宇

宙活動を明言した「Towards a European Space Policy」が発表され、ESAプログラムへの

EU 資金投入、ESA は EU 宇宙プログラムの執行機関であるという位置づけ、ESA の CFSP 及

び ESDP関連プログラムへの拡大が盛り込まれた。 

 

このようにESAと EUの協力体制が確立されてゆく中で、Integration of Securityを重

視する方向に欧州宇宙政策を発展させることを 2003 年 11 月発行の「White Paper on 

European Space Policy」で明言し、同月 25 日には具体的な協力を示す、ESA と EU の

Framework Agreementが締結された。 

 

更に、2003 年末、ESA は「Space and Security Policy in Europe」と称する報告書を

発表した。そこでは、安全保障は技術と密接に結びついているものであることが強調され、

宇宙システムは欧州の国民並びに領土を守るために利用されるだけでなく、技術力の

integrity 及び capability の維持にも不可欠なものであると述べ、世界的・国際的問題に

対して多様な解決法を提供する宇宙システムは「technological security」の根源でもあ
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るとアピールしていた。 

 

(3) “Space and Security Policy in Europe” 

 

同報告書では、安全保障を「軍事及び非軍事的な潜在的脅威から欧州国民を守ること」

と先ず定義している。そして、民事技術を軍事的に利用することの重要性を次のように述

べている。米国の宇宙技術は軍事が中心であり、情報で圧倒的優位性を確保する

information dominanceの達成を目標としたnetwork centric な情報システムの構築を目

指している。一方、欧州は防衛予算もIT予算も米国よりも低く、複数の異なる政治が共存

する場であるため、より民事的なアプローチがとられている。宇宙技術は基本的にはデュ

アルユース技術であり、広義に安全保障を支援する民事技術を軍事的に利用する。しかし、

リモートセンシングデータや位置情報などの情報の漏洩や誤用を防止するためにも、軍の

命令伝達系統と同様のコントロールが必要と言われている。 

 

問題点としては、各国が所有している国家軍事情報システムではペータースブルグタス

クの実行を十分に支援できないこと、宇宙システムは安全保障の向上に確かに役立つと理

解されているが、欧州共通の宇宙システムを持つ事の恩恵に対する「欧州の意識」が非常

に低いことを挙げている。 

 

また、宇宙システムを政治的・外交的資産として戦略的に位置付けることの重要性につ

いて述べている。首尾一貫した宇宙安全保障政策を作るためには高いレベルでの強力な政

治的コミットメントが不可欠である。また、PRS信号のコントロールについての米国とEU

の交渉は、まさに宇宙技術が有する政治的意味合いを強く表すものであった。技術への投

資が独自の（依存しない）意思決定・コントロールの能力を確立することを意味するので

あれば、宇宙技術は国際舞台において効力の高い政治的資産であると言えよう。  

 

拡大するEUの役割、軍事宇宙能力の開発、産業界の再編、これら三要素が加盟国の宇

宙関係機関・産業に大きく影響を与えている。表1-1のように、ESAは欧州の政府間協力

の中核的存在だったが長期的な研究開発を行う組織へと位置付けられる一方で、EUがより

経済面を意識した（政治、安全保障という面も含む）宇宙利用（アプリケーション）を主

導するように位置付けられている。 
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表 1-1 欧州における役割分担 

 

 

(4) EU/ESAの安全保障関係宇宙プログラム 

 

EUが主導する実利用宇宙プログラムとしてガリレオとGMESの二つがある。 

 

① ガリレオ 

 

ガリレオ(Galileo)は欧州という単位で初めて検討されたプログラムで、米GPS及び露

GLONASSと同様の機能を備える全地球的航行・測位システムの構築を目指している(図

1-25)。米露のシステムは軍事目的で整備されており、軍が運用管理を行っているが、ガリ

レオは民事による運用管理を主軸とした非軍事システムである。そのため、 欧州外の国々

（中国、インド、韓国など）からの投資を呼び込むことにも成功し、対米外交に役立つツ

ールとしての貢献も評価されている。 

 

図 1-25 Galileo 
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地上施設を含む開発・打ち上げ費は34億ユーロと計画され、開発から運用へと移行す

るに従い官の支出が減り、民間の投資が増す仕組みになっている。2002～2005年の開発実

証段階の12.5億ユーロはEUと ESAが折半し、ユーザニーズの把握、実証衛星の打ち上げ

（2005年12月にGIOVE-Aが成功裏に打ち上げられた。GIOVE-Bは2007年打ち上げ予定。）、

衛星4機及び地上インフラの開発、軌道上での実証を行う。2006～2007年の衛星配備段階

の予算は21.5億ユーロ。その内、政府が1/3を民間が2/3を負担する。民間2/3負担の

10%は企業の出資金、90%は商業銀行及び欧州投資銀行からの借入金でまかなわれる。2008

年に一部サービス開始、2011年からフルサービス提供という予定である。ガリレオ事業運

営会社はシステムの使用権を無償で得ると共に、20年間商業利用する権利を得る。運用段

階で十分な利益水準が達成できない場合は公共セクターが運営会社に赤字補填する予定と

なっている。 

EUの Galileo プログラム管理組織であるGalileo Supervisory Authorityの設置場所の

選定、また、民間コンソーシアムに対する衛星配備段階契約についていずれも2006年 12

月に完了する予定であったが、2007年 1月現在、決定されていない。 

 

② GMES 

 

GMES(Global Monitoring for Environment and Security)は EU 主導のプログラムであ

り、その目的は環境及び安全保障問題を欧州が解決する際に必要となる情報をタイムリー

かつ継続的に提供することである。GMESはESAが開発する一連の地球観測衛星だけでなく、

欧州気象衛星運用機関であるユーメトサットの衛星、ESA 加盟国及び準加盟国（カナダ）

の衛星、或いは第三者（海外政府及び民間企業を含む）の衛星が取得する情報を 大限利

用するものである。EU の研究開発予算である第 7 次フレームワークを通じて GMES の宇宙

セグメント及び利用の開発に必要な予算が拠出される。 

 

GMES 衛星は Sentinels と称するミッションを組み合わせた形で構成されるようになる。

先ずは Sentinels－１を開発・打ち上げ・運用し、緊急時対応、陸域監視、海事サービス

を 2008 年から提供開始し、2009～2013 年に他のサービス・機能を順次追加して行く予定

である。 

 

(5) 欧州軍事宇宙の今後 
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冷戦時代は敵が誰か明確であり、コード化さえも行われていたが、テロリストに代表さ

れるように現代は敵が誰なのか不確実な中での対応を迫られる。このような状況下におい

ては「情報の欠如」が 大の弱みになる。従って、現在の軍事戦略は、見る、検知する、

知るという能力を強化し、近代の敵に関する知識不足を補うために、宇宙の能力は不可欠

であると言われている。 

 

欧州の軍事宇宙能力としては表 1-2 のようなシステムが挙げられる。図 1-26～28 に変

遷を示す。インテリジェンス系の衛星、気象衛星、航行衛星で情報の取得を行い、その情

報及び意思決定を通信衛星で伝達するという機能は米国のそれと変わらない。また、これ

らの宇宙システムを自在に打ち上げるために独自のロケットを有する。 

 

表 1-2 欧州の軍事宇宙システム 

光学 レーダー 信号傍受 早期警戒
SYRACUSE III
（フランス）

HELIOS
（フランス）

Sar Lupe
（ドイツ）

ESSAIM*
（フランス）

SPIRALE*
（フランス）

GALILEO（EU) ENVISAT(ESA) ARIANE(ESA)

SKYNET V
（イギリス）

PLEIADES
（フランス）

METEOSAT
（EUMETSAT)

VEGA(ESA)

SICRAL
(イタリア）

COSMO-

SKYMED

（イタリア）

SPAINSAT
（スペイン）

打上げ機軍事通信衛星
インテリジェンス

航行 環境・気象

 

*印は技術実証ミッションを示す。網目部分は開発中。 
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1990年代 2000年代 2010年代

光学式

レーダー式(SAR)

Mutual Access Agreement
（相手の衛星にタスキングかける
権利を相互に持つ）

仏 Helios 1A/1B 軍用 分解能<1m

（１A運用中、1B2004年に運用中止）

現在

欧 MUSIS（多国間地球観測衛星計画）

軍用・軍民両用
参加国：ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｲﾀﾘｱ、ｽﾍﾟｲﾝ、ｷﾞﾘｼｬ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ
センサ：光学、赤外、レーダー、ハイパースペクトル
衛星数：10機以上
打上げ時期：2014～2015年

Mutual Access Agreement

仏 Helios 2A/2B 軍用 分解能<1m

（2A運用中、2Bは2008年打上げ）

仏 Pleiades １A/1B 軍民両用 分解能70cm

（2008年打上げ）

独 SAR-Lupe 1/2/3/4/5 軍用 分解能<1m

（1～3は運用中、4&5は2008年打上げ）

伊 Cosmo-Skymed 1/2/3/4 軍民両用 分解能<1m

（1&2は運用中、3&4は2008年打上げ）

西 SEOSat 軍民両用 分解能<1m

（2011年に打上げ）

西 Ingenio 軍民両用 分解能<1m
（2015年に打上げ）

 

図 1-26 偵察衛星・軍民両用地球観測衛星の変遷 

 

1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

Skynet 1A/1B
Skynet 2A/2B Skynet 4A/4B/4C/4D/4E/4F Skynet 5A/5B/5C

Syracuse 1

(Telecom 1A/1B/１C)

Syracuse 2
(Telecom 2A/2B/2C)

Syracuse 3A/3B/3C

＜注：Syracuse 1及び2はTelecom衛星にペイロードとして搭載＞

Sicral 1A/1B

トランスポンダー：3 UHF, 5 SHF, 1 EHF

トランスポンダー：9 X, 6 EHF

トランスポンダー：15 X, 9 UHF

宇宙分野初のPFI事業

SatcomBW A/B

トランスポンダー：X, UHF

2008年から打上げ。
衛星は政府所有、運用・サービス提供は民間が行う。

イギリス

フランス

イタリア

ドイツ

Spainsat

トランスポンダー：13 X, 1 Ka

衛星は政府所有、運用・サービス提供は民間が行う。

スペイン

現在  

図 1-27 軍事通信衛星の変遷 
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1990年代 ２０００年代 2010年代

仏 Clementine

技術実証

仏 Cerise

技術実証

仏 Essaim

技術実証

仏 Elisa

技術実証

仏 ROEM

実用

通信傍受(COMINT)

電波傍受(ELINT)

早期警戒(Early Warning)
仏 Sprirale

技術実証

現在

宇宙監視(Space Situational Awareness)
ESA 欧州SSA
スタディ

ESA 欧州SSA
技術実証

航行(Navigation)
EU GIOVE A/B

技術実証
EU Galileo

運用（2013年～）

注：破線のシステムについては実施時期が曖昧。

 

図 1-28 航行、信号傍受、早期警戒、宇宙監視 

 

 

今後の欧州の軍事宇宙システムに関する課題としては、先ず、宇宙活動における欧州の

存在を確固たるものとすることが挙げられる。宇宙へのアクセス及び効率の高い宇宙利用

を実現するために必要な基礎的宇宙能力において完全な自立を維持すると共に、欧州産業

基盤・技術基盤を活発で競争力のあるレベルに維持することで、政治、経済、安全保障、

防衛のニーズを踏まえ、将来の欧州の宇宙能力を保証することが重要であると認識されて

いる。特に産業基盤・技術基盤については、政府が長期的生産量を保証する、周期的な民

間需要とは独立した科学技術プログラムへの公共投資を促進する、更に、軍事目的と非軍

事目的（国境警備、緊急時対応等）それぞれに必要な（オーバーラップする）宇宙能力を

正しく理解することが重要であるとされている。また、国際安全保障活動に米国と対等の

立場で貢献するためには同等の能力・技術力を有する必要があることを強く認識し、限ら

れたリソースを高い効率で使用するためには民事と軍事の住み分けがこれ以上深くなるこ

とを防止し、それらを融合する方向へと導くことも必要であると述べている。 

 

安全保障・軍事目的のプログラムを実施することはESA憲章に反するものではないため、

宇宙技術が有するデュアルユースというアドバンテージをフルに活かせる組織であると言

われている。その一方で欧州軍事衛星通信機関EUMILSATや、欧州版DARPAであるEuropean 

Security and Defense Advanced Projects Agency の設立を提唱する声もある。欧州の軍

事宇宙活動は未だ幼年期であり、体制に関する決定を下すには時期尚早であるとの見方が
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強い。 

 

１．３．２ フランス 

 

フランスはプログラムの数からしても欧州 大の軍事宇宙プログラムを擁する国であ

る。軍事宇宙と民事宇宙は密接な関係が保たれており、相乗効果を期待していることが伺

える。国立宇宙研究センターであるCNESには国防省の防衛調達局(DGA)から軍事宇宙シス

テムの研究開発予算が拠出されている。軍事偵察衛星Helios と民事・商用地球観測衛星の

Spot は同じ衛星バスを使用し、軍事衛星通信システムである Syracuse 2 は民事通信衛星

Telecomに搭載されてきた。 

 

(1) 通信 

 

軍事衛星通信として Syracuse シリーズを 1984 年から運用を開始し、X バンド EHF ペイ

ロードであるSyracuse 1 及び Syracuse 2は、前者はTelecom 1A、1B及び 1Cに、後者は

Telecom 2A、2B、2C 及び 2D に搭載されてきた。3 機が計画されている Syracuse 3 は SHF

及びEHFトランスポンダーを搭載した、専用の通信衛星として開発されている。Syracuse 3A

は 2005年 10月に、同3Bは 2006年 8月にそれぞれアリアン5にて成功裏に打ち上げられ

た（図1-29）。 

 

 

図 1-29 Syracuse 3A 

 

(2) 偵察 

 

フランスは光学式の偵察衛星 Helios シリーズを 1995 年から運用している。1995 年に

Helios 1Aを、1997年に Helios 1Bを打ち上げた（図1-30）。Helios 1シリーズの費用は

フランスが 79%、イタリアが 14%、スペインが 7%分担しており、各国は費用負担に応じた

時間を使用することができる仕組みになっている。後継機であるHelios 2A は 2004年に打
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ち上げられ、2B の打ち上げは 2008 年に予定されている（図 1-31）。Helios 2 シリーズの

費用分担は1シリーズとは異なり、フランス92.5%、ベルギー2.5%、スペイン2.5%、ギリ

シャ2.5%となっている。 

 

     

図 1-30 Helios 1            図 1-31 Helios 2 

 

民事地球観測衛星 Spot シリーズの後継機として Pleiades（図 1-32）が 2010 年から運

用に入る予定である。このPleiades は重量1t、分解能70cmの光学式衛星であり、1A及び

1Bの 2機打ち上げ予定だが、軍民両用という特徴を持っている。 

 

図 1-32 Pleiades 

 

(3) 信号傍受 

 

信号傍受には、主に通信の傍受を目的とするCommunication Intelligence (COMINT)と、

放射線源以外から発せられる通信用途以外の電磁波の特徴及び発生源を特定する

Electronics Intelligence (ELINT)の二つがある。 

 

COMINTとしては1999年にClementine（図1-33）と称する通信傍受技術実証衛星を、ELINT

としては1995年に Cerise を打ち上げ、レーダーの信号をトラッキングする実験を行った

実績がある。2004年末に新たなELINT技術実証のため、小型衛星4機から構成されるEssaim

（図 1-34）を成功裏に打ち上げている。小型衛星4機から構成されるEUSAを 2009年に打

ち上げ予定であり、レーダーやその他電波発信源のマッピンングの技術実証を行う。 
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図 1-33 Clementine, Cerise                図 1-34 Essaim 

 

(4) 早期警戒 

 

フランス初の早期警戒衛星の技術実証として、2008 年に Spirale（重量 120kg、楕円軌

道に2機配備）の打ち上げが予定されている（図1-35）。 

 

図 1-35 Spirale 

 

１．３．３ ドイツ 

 

(1) 通信 

 

ドイツ国防省は軍事通信衛星としてIntelsatや Eutelsat等の商用衛星及び外国の軍事

衛星（例えば、1999年のフランスとの協定によりSyracuse 3を使用）を利用してきたが、

欧州域を越えた活動を想定するようになり、独自の通信衛星を持つことを 近決定した。 

 

Satcom BW Systemと称する軍事通信衛星システムは、Xバンド及びUHFバンドの2機の

静止通信衛星から構成される。EADS（衛星製造）と ND Satcom（衛星運用）の共同出資に

よって新設されたMilSat Servicesが衛星2機の建造、打ち上げ、および10年間の運用を

パッケージとした契約を獲得した。同契約にはまた、Intelsat の C バンド及び Ku バンド

を10年間にわたりリースするという内容も含まれている。Satcom BW衛星 2機の打ち上げ
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は 2008年に予定されている。 

 

(2) 偵察 

 

以前より計画していたレーダー式の偵察衛星の実現に向け、国防省の防衛・技術調達局

は2001年末にOHB Systems と偵察衛星SAR Lupe（図 1-36）の建造及び打ち上げ契約を締

結した。SAR Lupeは重量770kgの SAR衛星 5機から構成され、SAR Lupe 初号機は2006年

12月に Kosmos 3Mによって成功裏に打ち上げられた。打ち上げを含むプログラムコストは

2億 9千万ユーロと報じられている。 

 

 

図 1-36 SAR Lupe 

 

１．３．４ イギリス 

 

(1) 通信 

 

イギリスは欧州諸国の中でも軍事通信衛星の運用では も歴史が古い国である。1960年

代から独自の軍事通信衛星Skyentシリーズを運用し始め、現在はSkynet 4シリーズが利

用されている。次世代の Skynet 5 シリーズでは宇宙で初めて PFI (Private Finance 

Initiative)という手法が適用されている。衛星メーカであるEADSを中心とする企業コン

ソーシアムであるParadigm Secure Communications (Special Purpose Company)が市場か

ら資金を調達し、Skynet 5の建造・打ち上げ・運用を行う一方で、英国防省が長期にわた

り衛星を利用する契約（期間は2018年まで、契約額は25億ポンド）を締結するという仕

組みである（（図 1-37）。国防省は Paragidm と通信サービス購入の契約を結び、Paradigm

は衛星建造をEADSと、衛星運用をParadigm Servicesと契約する。市場からの資金調達は

EADS が株式投資し、銀行が貸付を行うという組合せである。Skyent 5 の打ち上げが 2007

年にずれ込んだため、国防省はSkeynet 4 の運用をParadigm に移管し、同社経由でのサー

ビス利用を行っている。 
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EADS

銀行

株式投資

貸し付け

EADS Paradigm Services

Paradigm Secure Communications
Special Purpose Company

国防省

衛星建造契約 衛星通信サービス契約

Contract for Implementation & Service Delivery

EADS

銀行

株式投資

貸し付け

EADS Paradigm Services

Paradigm Secure Communications
Special Purpose Company

国防省

衛星建造契約 衛星通信サービス契約
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図 1-37 Skynet 5の事業形態 

 

(2) 偵察 

 

フランス及びドイツとは異なり、この分野の情報については、基本的には同盟国である

米国から提供されるデータに依存しているが、費用対効果の高い地球観測衛星の研究開発

を着実に行っている。 

 

2005年 10月に打ち上げられたTopSat（重量125kg）は 17km×17kmの地域をパンクロで

2.5m、カラーで 5m の分解能で撮像可能な小型衛星である（図 1-38）。BNSC 及び国防省が

1500万ポンドを供出して建造・打ち上げられるTopSatの主契約者はQinetiQ（前身は軍事

研究所のDARA、民営化されて現在の会社となった）、衛星製造はSSTLが担当している。衛

星重量当たりの分解能が非常に高く、同様の性能を持つ大型衛星の1/5のコストで済んで

いると言われている。 

 

図 1-38 TopSat 
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１．３．５ イタリア 

 

(1) 通信 

 

イタリアはSICRALと称する軍事通信衛星を2001年から運用している。SICRALシリーズ

の主契約者は SITAB Consortium で、同社は Alcatel Alenia（元 Alenia Spazio）が 70%、

Fiat Avio が 20%、Telespazio が 10%出資して設立された会社である。SICRAL 1A は 2001

年 2月に打ち上げられ、SHF、EHFおよびUHFを同時に運用可能という特徴を持っている（図

1-39）。2006年 12月、SITABとイタリア経済開発省は、同型機のSICRAL 1B の建造契約（地

上システムを含む）を 1 億 300 万ユーロで締結した。SICRAL 1B の打ち上げは 2007 年 12

月に予定されている。 

 

 

図 1-39 SICRAL 1 

 

(2) 偵察 

 

イタリアは全地球（特に地中海地域）を観測・監視する COSMO-SKYMED（図 1-40）を計

画している。COSMO-SKYMED も当初は光学式とレーダー式が混在するシステムを目指してい

たようであるが、予算不足により、フランスとの共同プログラムへと形を変えた。フラン

スとの二国間共同プログラムはOrfeoと呼ばれ、仏Preiades と伊 COSMO-SKYMED から構成

される予定である。COSMO-SKYMEDは計4機のXバンドSAR衛星から構成される予定である。 

 

 

図 1-40 COSMO-SKYMED 
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１．３．６ 軍事宇宙プログラムにおける協力 

 

(1) 仏・独・伊の軍事偵察衛星における協力 

 

欧州各国が緊縮財政を強いられる中で、宇宙関連支出も例外なく据え置き或いは削減の

傾向にある。政府が宇宙支出の削減を迫られる中で、追加費用をかけることなく衛星の能

力を増大させる手法として、データ或いはタスキング時間の共有化・分有化が進められて

いる。偵察衛星では衛星数が多ければ多いほど、カバー範囲も広くなり、観測頻度も高ま

る。そこでフランス、ドイツ、イタリアの三国は偵察衛星というインフラを利用する権利

の分有を図ろうとしている。具体的にはフランスのHelios、ドイツのSAR Lupe、イタリア

のCOSMO-SKYMEDを対象に、各衛星へのタスキングをその衛星の所有国に直に依頼できる権

利を有するというものである。Helios 2の出資者であるベルギー、スペイン、ギリシャも

その権利を行使することができるとされている。 

 

2006 年 12 月、ドイツの防衛技術調達局は OHB-System AG にドイツとフランスの軍関係

者が互いの偵察衛星にアクセス可能とする地上インターフェースの建造を発注したと

Space Daily にて報じられた。この契約は Europeanization of Satellite-Based 

Reconnaissance（E-SGA）と称するものであり、契約金額は8700万ユーロ、フランスとド

イツの衛星データ共有に関する政府間協定を受けて実施された。このインターフェースに

より、ドイツはフランスのHelios 2高分解能光学データに、フランスはドイツのSAR-Lupe

高分解能レーダーデータにアクセスできるようになる。E-SGA は、 終的にはイタリアを

はじめとする欧州各国の偵察衛星を参加させ、各国同士がデータにアクセスできるように

することを目標としている。その一端として、フランスはイタリアにHelios 2へのアクセ

スを認める代わりに、フランスはイタリアのCosmo-Skymed にアクセスすることができるよ

う取り決めを交わしている。 

 

(2) 共有軍事通信衛星プログラムAthena 

 

地上の条件不利地域に対する高速度インターネット通信サービス事業としてフランス

はAgoraを、イタリアはKaBsatを個別に計画していたが、民間投資家は興味を持たず、EC

や ESA もかかわりを拒否したため、キャンセル寸前まで追い込まれたが、両国の軍は

Syracuse 3 及び SICRAL 1 を補完することができると考え、広帯域通信衛星を軍民両用共
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同プログラム化することの検討が開始された。その後フランスはAgoraから Athena へと衛

星をダウンスケールし、さらに軍事専用衛星へと方針を変更した。Athena にはベルギー、

ノルウェー、スペインが参加の意思を表明しており、衛星のコストは1億 5千万ユーロと

推測されている。Athena は Kaバンドを提供し、X、Ku、Cは商用衛星事業者から著歌する

予定である。一方のイタリアKaBsat がその後どのようになっているかは不明である。 

 

(3) 民間が提供する軍事衛星通信サービスXTAR 

 

スペインが主導となり民間が商用Xバンド通信サービスを提供する初の事業が進められ

ている。スペインの衛星事業者HISDESAT は Xバンドトランスポンダー13本と Kaバンド1

本を搭載したSPAINSATを 2006年に打ち上げ予定である。Xバンド5本とKaバンド1本は

スペイン国防省が利用し、残りXバンド8本をXTAR-LANT の商品名で同盟国政府へと売り

込む計画である。また、米Loral Space & Communicationsと HISDESATは XTARと称する会

社を設立し、Xバンド12本を搭載したXTAR-EUR（図 1-41）を 2005年 2月に既に打ち上げ、

サービス提供を開始している。トランスポンダー7.5本分相当をスペイン国防省が利用し、

残り5.5本分相当を同盟国政府へと振り分けている（図1-42）。 

 

図 1-41 XTAR-EUR 

 

＜ 会 社 出 資 構 成 ＞
H ISDESA T: Hispasat(43% ), EAD S-CASA Espacio(15% ), IN DRA(7% ), IN SA(30% ) and SENER(5% )
X TA R: Loral Space &  Communications(56% ), HISDESAT(44% )

XTA R-EU R

SPAINSAT H ISDESAT

X TA R 12 X-band
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1   Ka-band 5 X-band

1   Ka-band
SM OD

8 X-band (X TA R-LA NT) U S, other allied governments

3.5 X -band SM O D

Satellite O perator CustomerTransponders

7.5 X -band
XTA R-EU R

SPAINSAT H ISDESAT
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1   Ka-band
SM OD

8 X-band (X TA R-LA NT) U S, other allied governments
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Satellite O perator CustomerTransponders
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注：INSAは、SMODの航空宇宙技術研究所であるINTAの 100%子会社である。 

図 1-42 XTAR 事業の体制 
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(4) NATO の通信衛星 

 

北大西洋条約機構(NATO)は、1991年打ち上げのNATO 4A、1993年打ち上げのNATO 4Bま

では独自の衛星を軍事通信目的で調達・運用してきた。「Satcom Post-2000」と称する次世

代の軍事衛星通信を2004年に検討した結果、イギリスのSkynet 5、フランスのSyracuse 3、

イタリアの SICRAL の通信サービスをバンドルすることで、NATO の衛星通信需要を満たす

ことに決定し、今後の独自衛星の運用を中止した。 

 

１．４ ロシア 

 

ソ連邦の崩壊により一時は宇宙活動が非常に低迷した時期もあったが、成功率が高く、

価格の競争力が高いロケットを軸に、海外から商用打ち上げサービスを順調に獲得し続け

てきた。世界有数の原油及び天然ガス輸出国であるロシアはこれらのエネルギー資源の高

騰によって 1990 年代終わり頃から税収が急激に増加し、2007 年 1 月現在、強いロシアと

して復活を遂げようとしている。 

 

ロシアの軍事宇宙システムは名称が同一でも、番号によって機能が異なる場合が多く見

受けられる。そのため、軍事宇宙システムとしてどれだけのものを軌道上に配備している

かについて正確にはかる事は欧米よりもはるかに難しい。 

 

１．４．１ 通信 

 

軍事通信システムとして、静止衛星であるRadugaシリーズ（図1-43）、高緯度地域の通

信に有効なMolniya衛星群（45度間隔の軌道面に8機配備し、途切れない通信を提供）（図

1-44）、高度1400km傾斜角82.6度に 6機配備されているStrela シリーズの3つを運用し

ている。Strelaは 1985～1998年にかけて約120機打ち上げられたと報じられている。 
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  図 1-43 Raduga       図 1-44 Molniya 

 

１．４．２ 偵察 

 

ロシアは 1960 年代から偵察衛星として Zenit 2 シリーズを数多く打ち上げてきた。こ

の種の衛星を も多く打ち上げた国であり、ソ連邦崩壊までに800機以上が打ち上げられ

たと報じられている。ソ連邦崩壊以降は財政事情の悪化と衛星寿命の増大によって打ち上

げ数は大きく減っている。また、カプセル回収型からデジタル型へと性能及び技術が向上

しているが、詳しいことは不明である。 

 

１．４．３ 信号傍受 

 

ELINT を目的とした衛星として Tselina 衛星群（図 1-45）を 1970 年代から運用してい

る。高度630km、傾斜角81度の軌道に6機配備されていると伝えられている。 

 

 

図 1-45 Tselina 2 
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１．４．４ 早期警戒 

 

早期警戒衛星として、Oko衛星群（図1-46）と Prognozシリーズ（図1-47）の二つをロ

シアは運用している。Oko衛星群は楕円軌道に4機構成で、1972年から運用を開始し、現

在も継続されているようである。Okoでは 1日 24時間地球全土をカバー出来ないというデ

ィスアドバンテージを補完するために静止軌道に配備されたのがPrognozシリーズと言わ

れており、2006年現在では2機運用されている模様。 

       

図 1-46 Oko     図 1-47 Prognoz 

 

１．４．５ 航行 

 

航行衛星としてロシアは、民事用低軌道システム、軍事用低軌道システム、軍民両用シ

ステムの 3 つを運用している。低軌道軍事用システムは Parus Sail シリーズ（図 1-48）

と呼ばれ、高度1000km、軌道間隔30度の軌道に1軌道当たり6機の衛星（衛星重量810kg）

を配備したものである。軍民両用はGLONASS（図 1-49）と呼ばれ、高度1万 9100km 傾斜角

64.8 度の 3 つの軌道に、1 軌道当たり 21 機というシステムである。 新型の GLONASS M

はクロックの精度が向上し、寿命も従来の5年から7年に延びているGLONASSの整備はロ

シア宇宙活動においても 優先されており、2007 年 1 月現在の衛星数は 17 機という状況

にあるが、2007年末までにロシア全土をカバーする18機体制を実現し、2009年末には全

世界をカバーする24機体制を確立する予定である。 

       

図 1-48 Parus        図 1-49 GLONASS 
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１．５ アジア 

 

１．５．１ 中国 

 

中国は軍事宇宙活動を公式に認めていないため、米国防省の「The Military Power of the 

People’s Republic of China 2005」を参考に、軍事利用されていると思われる宇宙プロ

グラムを示すこととする。 

 

有人宇宙飛行を成功させた神舟（2003年 10月 15日に打ち上げ成功）の軌道モジュール

には、高分解能デジタル赤外カメラが搭載されていると伝えられている。取得したデータ

はデジタルでしかも暗号化され地上へと送信されている模様。 

 

2004 年に打ち上げられた地球観測衛星 ZY-2（図 1-50）には高分解能デジタルカメラが

搭載されている可能性が高い。また、FSWシリーズ（図1-51）は科学研究目的と報道され

ているが、実際は回収型偵察衛星ではないかとの見方もある。 

 

     

図 1-50 ZY-2          図 1-51 FSW 

 

C バンド及びUHFバンドのトランスポンダーを有するChinasat-22（中国名Feng Hou 1）

は軍事通信衛星であると言われている。 

 

2004年に中国が打ち上げた衛星数は10機で過去 高となった。2010年までには累積数

100機を目指しており、信号傍受（レーダー源の特定）、偵察衛星（分解能が向上した回収

型）、海洋監視などに重点が置かれて行くものと推測されている。これは、基本的に西側の

報道を鵜呑みにせずに、どこで何が起きているか自分で確認するための手段として衛星監

視・偵察能力に重点を置いている。 
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2007 年 1 月 12 日、中国が自国の静止気象衛星をミサイルを用いて破壊する試験を行っ

た。破壊が行われたことが西側諸国によって確認され、中国を非難する声が高まった。こ

れに対し、1月 23日に中国側は試験を行ったことを正式に認める一方で、中国は宇宙の平

和利用を遵守しており、宇宙への兵器配備・軍事的競争には反対であると述べた。事実、

2002年に中国がロシアと共同でジュネーブ軍縮会議に宇宙兵器禁止条約案を提出した。こ

れは米国の突出した宇宙技術の優位を抑えることを狙いとしたものであることは明白であ

り、条約が締結できないならば宇宙の安全保障を自ら確保しなければならないことを正当

化するツールでもあった。今回の衛星破壊が引き金となり、宇宙の武器制限である「arms 

control in space」を国際協定として結ぶべきであるという議論が再燃したが、自在な宇

宙活動の妨げになるとして米国はそのような協定は必要ないとのコメントを出している。

中国側は宇宙を利用しコントロールする制天権の争奪は未来戦争の焦点であり、軍事的宇

宙システムは現代戦争に勝利する鍵を握っていると考えていると報じられている。 

 

１．５．２ インド 

 

インドの軍事宇宙活動は防衛研究開発局(DRDO: Defense Research and Development 

Organization)とインド宇宙研究局(ISRO: Indian Space Research Organization)の協力に

よって進められている。インド 初の軍事宇宙システムは、2001年に打ち上げられたTES-1 

(Test Evaluation Satellite 1)（図 1-52）が偵察衛星のプロトタイプであると報じられ

ている（開発費は 4 千万ドル）。また、マッピングのための地球観測衛星 Cartosat-1（図

1-53）及び2の開発を5千万ドルの予算で進めている。 

 

       

          図 1-52 TES-1        図 1-53 Cartosat-1 

 

更に、地上の監視システムと宇宙の偵察衛星システムを組み合せて運用する軍事監視・

偵察システム(SBS)の構築を進めており、2007 年から本格的に稼動させる予定とされてい

る。このシステムの目的は主に隣国の活動を監視するためのものと言われている。 
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１．５．３ 韓国 

 

韓国では、2006 年 8 月に打ち上げられた Koreasat-5（図 1-54）はコリアサットと韓国

防衛開発局(ADD)が共同運用する軍民両用通信衛星である。同衛星の主契約者は Alcatel 

Alenia Space で、ペイロードとしてKuバンド、Cバンド、SHFバンドのトランスポンダー

を計36本搭載する。内、SHFバンドを軍事通信目的に利用する予定である。 

 

 

図 1-54 Koreasat-5 

 

また、2008年には韓国初の気象衛星である、多目的衛星COMS-1(Communication, Ocean 

and Meteorological Satellite 1)を打ち上げ予定である（図1-55）。開発資金は科学技術

省、韓国気象機構、情報通信省、海事漁業省が分担しているが、気象という機能は軍事的

にも重要であると認識されている。 

 

 

図 1-55 COMS-1 
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第２章 海外の類似システム 

 

２．１ 衛星 

 

２．１．１ 低コスト小型衛星（欧州） 

 

(1) TOPSAT（Tactical Optical Satellite） 

 

イギリスのSSTL（Sally Satellite Technology社）が開発した小型地球観測衛星。小

型衛星にも係わらず、17x17kmの地域をパンクロで2.86m、マルチスペクトルで5mの解像度

で撮影可能で衛星重量対解像度が高いと言われている。重量125kgで、コストは打ち上げ費

込みで25Mドル。2005年12月に打ち上げられた。 

 

開発体制 

－QunetiQ：プライムコントラクター、ペイロード・ダウンリンク、機上データ処理、

運用、軽量移動式データ地上局 

－SSTL：衛星バス（Microsat-100）、ペイロード組立て、打ち上げサービス、衛星運用 

－RAL：イメージングシステム 

－Infoterra：画像処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 TOPSAT 
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(2) Svea 

 

スウェーデンが軍民デュアルユースの小型地球観測衛星“Svea”を2006年から開発中。

2010年の打ち上げを目指している。光学式で解像度はパンクロで1.2m～1.5m、カラーで３m。

開発期間は3年で、開発費用は3年間で40億円程度と発表している 。Prismaのプラットフォ

ームをそのまま使用することによりコストダウンを図っている。ドニエプルまたはファル

コンで打ち上げる予定。 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 Svea 

 

(3) MYRIADE 

 

CNES（仏）が運用中のミリアドバス（3.1.1参照）を使ったミッションで、 初のミッ

ションは2004年6月DEMETERとして打ち上げられた（ドニエプルロケットによる）。これは、

地球の電磁層環境の測定を目的とする。続く、PARASOLミッションが2004年12月に打ち上げ

られた。これは大気のエアロゾルを研究するものである。現在、様々な地球環境研究を目

的として、PICARD（2009年）、MICROSLOPE（2010年）、TARANISが進行中である。図2-3～6

にミッションイメージを示す。 

 

 

図2-3       図2-4         図2-5        図2-6 

DEMETER MISSION   PARASOL MISSION    PICARD MISSION   MICROSCOPE MISSION
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また、仏軍の予算において以下のミッションが民間との協力において打ち上げられた。 

 

・ESSAIH：2004年12月打ち上げ。4機。プライムコントラクターはアストリウム 

・SPIRAL：2機のデモンストレーション。プライムコントラクターはアルカテル 

・ELISA：4機のデモンストレーション。プライムコントラクターはアストリウム 

 

２．１．２ TACSATシリーズ（米国） 

 

 TACSAT（Tactical Satellite）シリーズはDoDのORSオフィス（2007年5月設立）が推進す

る即応型小型衛星である。技術デモンストレーションプログラムとして進められている。

詳細は3.2.4参照。 

 

従来の衛星開発には長いリードタイムを要すると同時に、ミッションコストも高いとい

う問題を抱えていた。また、戦域における衛星の標的認識力が不足しており、それを早急

に向上させる必要があった。このような課題を解決するため、チェックアウトなどを高度

に自律化・自動化し、配備決定から僅か7日後には軌道上で運用するという迅速な展開を可

能とし、高分解能画像をリアルタイムで航空機へと伝送する能力を有する小型衛星を開発

することがTACSATの目標である。 

 

TACSATのプログラムコスト（目標）は打ち上げ費込みで15Mドルである。TACSAT-1は

NRL(Naval Research Laboratory)が、TACSAT-2はAFRL(Air Force Research Laboratory)

が担当している。TACSAT-1はOSC(Orbital Sciences Corp.)のMicroStarバスに、赤外線カ

メラ、カラー可視光カメラ、Copperfield-2と称する検知器の3つのセンサを搭載した衛星

で、Space Xのファルコンで2007年1月に打ち上げ予定されていたが、ロケット側の不具合

により打ち上げが延期された。TACSAT5まで計画中である。TACSATは現状TACSAT-1～

TACSAT-8（TACSAT-5までRFPが出されている）迄計画されており、各衛星による段階的な実

証が計画されている。 
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区分 TacSat1 TacSat2 TacSat3 TacSat4 TacSat5 

システム ・小型衛星バス 

・低コスト打上

システム 

・ネットワーク

Secret Internet

Protocol    

Routing    

Network       

(SIPRNET) 

・VMOC  

Virtual 

Mission  

Operation 

Center 

・通信系 

 CDL  

Common Data 

Link  

 

 

・標準バス  

(標準電子機器) 

・超楕円軌道 

対応 

・移動通信  

システム 

 MUOS 

 Mobile User

Objective  

    System 

  間との通信 

 

 

・即応打上げ、 

  プラグ＆ 

プレイ 

モジュール

化等の 

  総まとめ的 

  ミッション 

   (計画中) 

 

 

ミッション ・可視(70m) 

・赤外(850m) 

・RF ペイロード

・可視(1m) 

・RF ペイロード

 

・ ハ イ パ ー

ス ペ ク ト ル

センサ 

・移動体通信 

・BFT 

（Blue Force  

 Tracking) 

 

 

表2-1 TACSATによる実証内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：第5回Responsive Space会議 

 

２．２ ロケット 

 

２．２．１ 米国 

 

(1) 低コスト小型打ち上げ機 

 

① ミノタウルス（運用中） 

 

米国空軍がロケットのコスト効率・信頼性・柔軟性のあるロケットを目指すことを目標

に、OSC(Orbital Science Corporation)へ発注して開発させた全4段式のICBM派生型固体燃

料ロケット。ミニットマン弾道ミサイルをベースにしている。 

 

さらに低コストを目指したMinotaur-Ⅳも開発している。 ICBMピースキーパーをベース

とており、4段目にはペガサスロケットで使用していたOrion38ブースターを搭載する。従

来シリーズでネックとなっていたICBM改造コストを抑えて、低コスト即応型打ち上げシス

テムとして具現化させている。また、射場コストを抑えるためにシンプルなクレーン組立

式のものを利用している。 

 

OSCはミノタウルスロケットを利用するTACSAT-2、3の打ち上げで、合計23Mドルの契約

を空軍から受注した。 
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図2-7  Minotaur 

出所：OSC 

・基本形態は全段固体ロケットベース。 陸上垂直打ち上げ。 

MinotaurⅠはミニットマンⅡ（LGM-30F）の1、2段にペガサス（後述）の2、3段を載せた物。

Minotaurはシリーズ化。オプションで、衛星投入段に軌道調整用液体ステージを採用。 

・衛星搬入から打ち上げまで6日間のトライアル。結果は全作業時間の合計時間が6日間。 

・発射シーケンスの自動化 

・射点管制を含め３名運用（誤発射防止の為の多重化は除く）を目標。 

図

2-8 発射シークエンス 

出所：OSC 
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図2-9 ミノタウルス ファミリー 

出所：OSC 

図2-10 OSCの打ち上げ機シリーズ 

出所：OSC 
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② ファルコン（運用中） 

 

Space X(Space Exploration Technologies社)が開発中の液体燃料式2段ロケット。 1段

目を再使用型にすることによりコストダウンを図っている。2006年3月に初号機を打ち上げ

たがアルミ製ナットの破壊による爆発で失敗した。現在、TACSAT-1と宇宙葬カプセルを搭

載予定の2回目の打ち上げを目指している。 

 

Falcon-1：低軌道打ち上げ用でコストは7Mドル 

Falcon-5：有人宇宙船を予定 

Falcon-9：静止軌道打ち上げ用でコストは30Mドル 

 

まだ打ち上げが成功されていないにも係わらず、すでに米国政府から数機の打ち上げ契

約を得ており、政府による商業化政策のバックアップがなされている。 

 

トラックの架台にロケットを搭載し、移動する方式を採用している。架台がそのまま射

場となり、数日でロケットをチェックして衛星を搭載した後にロケットを垂直に立てて打

ち上げる。 

 

・1段、2段ともにケロシンエンジンを開発、採用。 

・打ち上げプラットフォームは陸上、垂直打ち上げを採用。 

・衛星搬入から打ち上げまで約２週間。 

・開発経緯。 

・約450kgの小型通信・偵察衛星を、迅速に（何日・何週間の単位で）地球低軌道に打ち上

げ、戦域で作戦中の司令官を支援する。(JDW, 2005.1.12, P.10) 

・2006年3月24日に初号機の発射試験（クェゼリン環礁）。１段目モータ部に火災が発生し、

29秒で飛行を中止。 

•第2回発射試験（クェゼリン環礁2007年3月20日、右写真）は、2段目燃焼中の高度約290km

で制御不安定が生じ燃焼を停止した。事後の分析では、2段目の制御改良で衛星投入は可能

と確認されたとして、引き続き発射試験を行っていく模様。 
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図2-11 ファルコンロケット 

出所：Space X 

 

③ クィックリーチ（開発中） 

Air Launch社が開発する空中発射型ロケット。2008年に実施する打ち上げテストに向け

たQuickReachの開発をDARPAから17.8Mドルで契約。打ち上げ予定は延びており、2009年に

デモンストレーションを行う見込みとなっている。通告より24時間以内に打ち上げ、一回

の打ち上げコストを5Mドル以内に抑える。 

 

空軍のC-17またはその他の大型輸送機を転用したシステム。QuickReachの開発は、DARPA

と空軍のファルコン小型打ち上げ機プログラムの一環として、フェーズ2にあたる契約とし

て資金援助されている。2段式の液体燃料タイプ。Space Vectorがインテグレーション、ア

ビオニクス、姿勢制御システム、分離機構、打ち上げサポートを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-12  QuickReach 

出所：Air Launch LLC 
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・推進系は新規開発のLOX/プロバンエンジン 

・打ち上げプラットフォームは空中発射を採用 

・発射命令後24時間以内の発射を目標（衛星準備時間等を除く） 

・開発経緯 

 Space-X社と同じくDARPAと契約。（Space-X社の衛星打ち上げ実証まで含む契約に対し、

概念設計まで）ロケット設計を高空（低大気圧）専用として性能向上を行う。図2-12の写

真は、2005年10月5日に実施されたC-17輸送機からのダミーロケット抽出試験である（エド

ワーズ空軍基地）。現在は、燃焼試験等、ロケットの開発を行っている。 

 

図2-13 ロケットの構成 

 

④ スプライト（開発中） 

 

Microcosm社が開発している小型打ち上げ機。ケロシン/液体酸素と圧力フィード方式を

採用した低コスト液体ロケットとなっている。同社は2004年のファルコン小型打ち上げ機

コンペで、Spriteの2倍ほどの大きさがあるEagleロケットを開発していたが、 Space Xに

敗れたため、現在ではさらに小型のSpriteに開発体制をシフトしている。同社社長は、DoD

から追加資金援助があれば2年以内に開発を終えることができるとも述べている。目標積載

能力は低軌道で360kg～472.5kg。目標打ち上げコストは4.6Mドルである。 

 

また、軍事目的とは別に即応宇宙型災害監視システムとして天候予測や被害地域のリア

ルタイムモニタリング、臨時の通信サービスを約20Mドル/ミッション（衛星コスト・Sprite

による打ち上げ費込み）という低コストで運用可能と同社は述べている。 
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図2-14 Sprite 

出所：Microcosm 

 

⑤ F-15空中発射ロケット(開発中) 

 

ボーイングとOSCが共同で開発を進めている、F-15戦闘機を利用した空中発射型ロケッ

ト。従来の抱え込み式ではなく、背負い式が特徴となっている。2段目はミニットマン弾道

ミサイルのモータを使用、3段目はペガサスロケットの第2段モータを使用し、 終段もペ

ガサスロケットの第3段モータを利用して全て既存のモータを利用することにより、低コス

ト化を図る。 

 

図2-15 RSC-2006 

出所：AIAA RSC-2006 

 

• 全段固体ロケット、打ち上げプラットフォームは空中発射 

－ミニットマン上段＋ペガサス上段で構成 

• USAFからOrbital Science/Boeingが受注。 

• 吊下げ式から背負い式へコンセプト変更。 
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• 打ち上げ能力は軌道高度180kmへ260kg。 

 

図2-16 F-15仕様 

 

⑥ 今後のトレンド 

 

即応型小型打ち上げ機に関する 新動向としては、米国空軍が2008年度の予算を投入し

て、小型打ち上げ機を大量購入することを決定したことである。各社の対応は、以下の通

り。 

 

・OSC 

すでにTACSAT-2、-3向けのMinotaurロケットを計24Mドルで製造しており、空軍がロケ

ットを大量購入すればさらにコストを低くすることが可能と述べている。 

・Space X 

同社も小型ロケット大量受注競争に参加する計画であり、受注できれば現行のファルコ

ン1のコストを7Mドル削減可能としている。 

・Air Launch LLC 

ファルコンプログラムのフェーズ2でQuickReachを開発中。大量受注に意欲を示してい

る。 

 

OSCは既にTACSAT-2の打ち上げ実績があり、TACSAT-3、4も計画されている。一方Space X

はファルコンロケットに問題が発生してTACSAT-1の打ち上げが延びていることから、OSC

に有利な状況かと思われる。コスト的にはkgあたり40～70Kドルである（図2-17）。 
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図2-17 小型打ち上げ機のコスト/kg 

*2003年時点 

空中発射型ロケット（開発中止） 

出所：Responsive Space Conference Paper 2003 

※太陽同期軌道への打ち上げを前提 

 

２．２．２ 欧州 

 

(１) 低コスト小型打ち上げ機 

 

① シャビット（運用中） 

 

イスラエルが打ち上げる固体燃料式の3段ロケット。2004年には打ち上げに失敗したが、

2007年6月14日に偵察衛星OFEK-7を搭載して打ち上げに成功した。また、年内にはレーダー

式の偵察衛星を打ち上げる予定となっている。 

 

また、シャビットとは別に、IAI(Israel Aircraft Industry)とRAFAEL社がシャビット

を転用して低コスト化と即応型宇宙システムを目指すためにF-15や民間のB-747を改造し

た空中発射型ロケットを開発している。現在ではF-15を用いた小型衛星よりも、B-747など

を用いた大型航空機を発射母体とする空中発射ロケットの開発を進めている。RAFAELはロ

ケットモータや衛星の推進装置やタンク、ミサイルパーツを開発している企業であり、IAI

と共同で低コスト打ち上げ機を開発して将来的にはシャビットの次世代機とする狙い。

ABSL（Aircraft based Satellite Launch）システムを構築することにより市場参入したい

考えである。 
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図2-18 シャビット 

出所：IAI 

 

② ベガ（開発中） 

 

イタリアで小型衛星打ち上げロケットとしてVEGA（ベガ）を開発している。全段固体の

三段式ロケットで、第三段上にはAVUM(Attitude Control and Vernier Upper Module)と呼

ばれる液体推進上段ロケットが備えられている。第一段は発展型アリアン5への使用を目指

して現在開発されているP80の派生型を使用する。第二段はイタリアが開発しているゼフィ

ーロ(Zefiro)を使用する。ゼフィーロの推薬の量は16tである。2008年中の打ち上げを目標

にしている。性能としては、高度700kmの極軌道に1.5tが打ち上げ能力のターゲットとされ

ている。目標価格は2000万ドル（2200ポンドのペイロード打ち上げの場合）。 

 

イタリア宇宙事業団（ASI）主導で開発の承認に向けて活動していたが、2000年12月に

欧州各国政府により承認された。ベガは欧州の小型打ち上げ機として開発が進められるた

め、開発資金はESAが拠出する。ベガ開発プロジェクトへの参加国は、イタリア、ベルギー、

スペイン、オランダ、スウェーデン、スイスである。ベガの第一段の基となるP80もESAプ

ログラムであり、ベルギー、フランス、イタリア、オランダが参加している。 

  

ベガの打ち上げ対象となる衛星クラスとしては以下が考えられている。 

 

－ジェイソン地球観測衛星に使用されているプロテウス(PROTEUS) 

－イタリアのコスモ−スカイメッドに使用されるプリマ(PRIMA) 
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－マトラ・マルコーニ・スペースのLEOSTAR 

－リトルLEOコンステレーション 

－ビッグLEOコンステレーションの代替衛星  

 

図2-19 ベガ 

出所：EADS 

 

③ ドニエプル（運用中） 

 

ICBMであるSS-18（RS-20）を使用した弾道ミサイル派生型ロケット。ウクライナの

Yuzhnoye（ユズノイエ）が製造メーカで、サービスの提供はロシアのISC Kosmotrasが担当

する。 

 

3段式の液体燃料式で、高度300kmへ3.6tのペイロードを打ち上げることができる。小型

衛星や大学の研究ミッションを主なターゲット市場にしている。価格は1000万～2000万ド

ル。現在では、さらに打ち上げ能力を向上させた4段式のドニエプル3の開発計画がある。 

  

機種 LEO SSO 価格 

Dnepr１ 2.9t～4.5t 150kg 1,000万ドル～1,300万ドル 

Dnepr M 4.2t～5.5t 1.2t 1,000万ドル～2,000万ドル 

 

 

図2-20 ドニエプル 

出所：Yuzhnoye 
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④ コスモス（運用中） 

 

小型液体廉価ロケットとしてロシアが開発した。主にロシア政府衛星の打ち上げに使用

されてきたが、近年では海外小型衛星打ち上げ需要が増えている。国営企業であるAKO 

Polyotが1960年代から開発を始めた。コスモスシリーズは近年まで海外のペイロードを打

ち上げることはなく、ロシア政府のロケットとして長い歴史を持っていた。しかし、1995

年に米FAISAT-1とスウェーデンのASTRIDを打ち上げ、商業打ち上げ市場に参入している。  

 

コスモスはYangel R-14（SS-5）という短射程の弾道ミサイル（IRBM）をベースに設計

された経緯を持つ。そして衛星用打ち上げ用ロケットKOSMOSとなり、現在ではKOSMOS-3M

型メイン。KOSMOS-3Mの打ち上げ能力は、低軌道（300km）へ1.3ｔ、太陽同期軌道SSO（500km）

へ900kgの打ち上げ能力を持つ。打ち上げ価格は7.2Mドルで、今後さらに低価格化を目指し

て次世代機を開発している。 

 

図2-21 コスモス 

出所：AKO Polyot  

 

⑤ START-1（運用中） 

 

スタートシリーズは水平状態で組み立てられる。作業の所要時間は、ペイロードのアタ

ッチメントに3時間、フェアリング/キャニスタのインストールに5時間、試験に10時間、打

ち上げオペレーションに0.5時間と報じられている。ペイロードが機体に何時でもインテグ

レートできる状態であれば、打ち上げキャンペーンに必要な日数は2～3日である。  

 

ICBM派生型固体燃料ロケットであり、製造ラインが稼動状態にあるため市場へ進出すべ
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く開発が行われている。ICBM用に開発された固体ロケットモータ「MIHT-1」、「MIHT-2」、

「MIHT-3」、「MIHT-4」を組合せて、4段式と5段式という2種類の衛星打ち上げロケットとし

て開発された。このうち4段式は「START-1」、5段式は「START」と呼ばれている。このうち

4段式のSTART-1は直径1.8m、全長22.7mであり、1993年～2001年までに5回が打ち上げられ

た。うち3回は、イスラエルや米国の高解像度地球観測衛星「EROS A1」や「Early Bird」、

スウェーデンの科学衛星「Odin」などが打ち上げられ、5回全てが成功している。しかし、

5段式のSTARTは1995年の初打ち上げの失敗以後、行われていない。 

 

打ち上げ能力は、低軌道（200km：傾斜角52度）へ 632 kg、極軌道（600km）へ275kgと

なっている。今後は、ニーズに応じて様々な打ち上げサービスを展開可能にするため、ロ

ケットにPBPS(Post-Boost Propulsion System (PBPS)という、小型マルチバスを搭載して

軌道投入精度を高める。将来的には打ち上げ価格9Mドルをコストダウンして5Mドルとする

予定。 

 

⑥ ツァイクロン（運用中） 

 

3段式液体ロケットで、打ち上げ能力は低軌道（500km、傾斜角56度）へ2500kg、極軌道

（500km）へ2000kg。打ち上げ費用は15Mドルであるが、現在では量産化すべく、15Mドル以

下にコストダウンする計画である。また、 今後はツァイクロン-3（低軌道へ2000kg）とツ

ァイクロン-4（低軌道へ2500kg）の全３種類のラインナップを整える予定。各シリーズを

共通化してコストダウンを図り、ツァイクロン-2および3を15Mドル、ツァイクロン-４を15

～18Mドルにして年10機程度を打ち上げる計画を立てている。 

 

 

図2-22 ツァイクロン 

出所：KB Yuzhnoye  
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２．２．３ 世界の各種打ち上げシステム（運用中） 

 

(1) 空中発射システム 

 

運用中の空中発射システムとしてはOSCのペガサスがある。 

 

 

図2-23 ベガサス 

 

空中発射システムの出現の背景として旧ソビエト連邦のICBM転用の、ROCKOT(SS-19)、

Dnepr(SS-18)、Soyuz(8K74 or R-7a)等のコスト競争力比較において価格競争力のあるロ

ケットを目指したコンセプトとして空中発射システムが検討されてきたことがあげられ

る。これは射場等のインフラ削減、即応性が高い、再利用ロケットに繋がる技術、地理的

ハンディキャップの克服等の理由からである。 

 

① 米国 

 

・1980年代からの衛星の大型化に伴いロケットも大型化し、小型衛星の打ち上げ手段が制

約。 

・打ち上げ価格の低減に向けた多くのコンセプトが提案。射場等のインフラ整備及びその

維持を必要とせず、また再利用システムの構築に必要な技術の一つであること等の理由か

ら、空中発射システムに係わる提案が多い。 

・既存航空機は搭載能力の制約があるため、専用の無人航空機、完全再利用システム等の

検討も同時進行。 
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② ロシア（旧ソビエト連邦） 

 

・旧ソビエト連邦のロシア、ウクライナ、カザフスタンでは、冷戦時代のICBMの他、An-124、

An-225等の軍用輸送機、ミグ戦闘機等の有効活用として、空中発射による衛星打ち上げを

計画。 

・自身の計画の他、宇宙開発の後進国、宇宙予算規模の制約が大きい国である、豪州、イ

ンドネシア、ブラジル、イタリア、オランダ、スウェーデン等との共同開発による実施も

検討。 

 

③ イスラエル 

 

・高い宇宙及び軍事技術を有するが、予算上の制約から低コストな空中発射システムを検

討。 

・地理的な制約から機動的な空中発射システムの活用を計画。 

 

④ その他 

 

フランス、スペインの他、 近では中国がAir Show China 2006で発表、韓国も大きな

関心を寄せている。 

 

 諸外国の空中発射海域を図2-24～27に示す。 

 

図2-24 諸外国の空中発射海域（ロシア） 
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図2-25 諸外国の空中発射海域（ブラジル）

 

図2-26 諸外国の空中発射海域（インドネシア） 

 

 

図2-27 諸外国の空中発射海域（イスラエル） 
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(2) 海上発射システム 

 

海上発射システムとしてはSeaLaunchがある。ボーイング社、ロシアのエネルギア社等

が出資、石油掘削施設を移動型の発射プラットフォームとして改修しロシアのZenit3SLロ

ケットを使用し、商業打ち上げサービスを展開している。 

 

 

図2-24 SeaLaunch 

 

(3) 海中発射システム 

 

 実績のある海中発射としてはロシア海軍では、原子力潜水艦から海中発射型弾道ミサイ

ル（SLBM）を使用し商用衛星打ちあげを1998年から実施。1998年にベルリン工科大学の通

信衛星TubSat-N（約8.5kg）の打ち上げに成功。その後、2001年にロシアとドイツの共同プ

ロジェクトであるソーラーセール試験用サブオービタル再突入実験衛星を打ち上げ（分離

失敗）、2005年にはSolar Sailの宇宙船（約110kg）を打ち上げたがエンジン故障により破

壊された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-25 潜水艦発射システム 
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 以上の陸上、海上、空上からの打ち上げ方式をトレードオフすると表2-2となる。 

表2-2 トレードオフ 

項 目 陸上発射システム 海上発射システム 空中発射システム

射場関連

施設/設備

TNSC：860万m2

KSC： 70万m2

・ロケット保管、整備のための施設

・衛星の保管、整備のための施設

・ロンチパッドの整備

・事故発生時の安全確保

Ex．固体推進薬10トンの保安距離

- 整備段階：半径約85m

- 打上げ時：半径約810m

・管制施設の整備

・ロケット保管、整備のための施設

・衛星の保管、整備のための施設

・海上浮遊ドック等の専有

・事故発生時の安全確保

Ex．固体推進薬10トンの保安距離

- 整備段階：半径約85m

- 打上げ時：公海上

・管制施設の整備

・ロケット保管、整備のための施設

・衛星の保管、整備のための施設

・航空機及び空港の借用

・事故発生時の安全確保

Ex．固体推進薬10トンの保安距離

- 整備段階：半径約85m

- 打上げ時：公海上の高空

・管制施設の整備

打上げ能力 種子島若しくは内之浦からの打上げ

速度損失

・重力損失：大

・空気抵抗損失：大

・制御損失：大

・大気圧による推力損失：大

公海上から打上げ

速度損失

・重力損失：大

・空気抵抗損失：大

・制御損失：中

・大気圧による推力損失：大

公海上の高々度から打上げ

速度損失

・重力損失：小

・空気抵抗損失：小

・制御損失：小

・大気圧による推力損失：小

安全 陸上でロケット点火が行われることか
ら、広範囲な安全距離が必要

公海上でのロケット点火であることか
ら、近隣への影響はない

公海上の高々度でのロケット点火で
あることから、近隣への影響はない

打上げ環境 リフトオフ時の音響振動が厳しい リフトオフ時の音響振動が厳しい 空中点火のため音響振動緩和

 

 

 一般的な評価としては以下のようにまとめられる。 

－陸上発射システム 

・広大な射場が必要 

・打ち上げ軌道に応じた制御が必要 

 

－海上発射システム 

・射場に替え専用ドックが必要 

・陸上発射に比較し制御損失が少 

・打ち上げの自在性が高い 

 

－空中発射システム 

・射場に替え滑走路及び航空機が必要 

・陸上及び海上発射に比較し速度損失が極めて少 

・打ち上げの自在性が高く大幅な打ち上げ能力向上 
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第３章 世界の即応型宇宙システムを用いた競争力強化のための戦略 

 

３．１ 欧州 

 

３．１．１ 衛星バスの標準化 

 

欧州では英国、ドイツ、フランスを中心に、低コスト化を目的に衛星バスプラットフォ

ームの標準化を推し進めている。 

 

(1) Microsat 

SSTLが開発した衛星バスプラットフォーム。SSTLはバスや構体をシリーズ化して使い

回すことにより低コスト、短納期化を図っている。即応型として代表的なのがTOPSAT であ

るが、その他にも静止軌道上の通信・ナビゲーション衛星用低コストプラットフォームと

してGeostationary Minisatellite Platform (GMP)を開発しており、BNSCのサポートを受

けている。衛星の契約から1年から2年の間に開発し衛星を配備することができる設計と

なっている。 

 

（2） MYRIADE 

EADSと CNESの共同開発による小型衛星バスで、 先端技術を1機 15Mユーロ以下で実

証し、 先端技術の追求、開発期間の短縮化、技術者雇用確保を進めて大型衛星開発・製

造へフィードバックさせるプロジェクトである。ミリアデバスを使用したミッションは既

述（2章）の通り。 

 

(3) PROTEUS 

Thales Alenia Spaceと CNESの共同開発による地球観測用小型衛星バスプラットフォー

ム。 

 

(4) 小型静止軌道衛星バス 

ESAとドイツのOHB-System 株式会社は通信ミッション用の欧州小型静止軌道衛星Small 

Geoバス開発のために1億ユーロ（約150億円）の包括契約を締結したことを2007年 4月

明らかにした。Small Geo 開発の第一歩である汎用小型静止衛星バスの輪郭を定めるとい

う第一フェーズがこの契約に含まれている。ESA、Small Geo ミッションの開発を容易にす
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る為に、通信システム先端研究プログラムARTESの中に新項目ARTES 11 を加えた。プログ

ラムの第一フェーズは、新しく締結された契約に含まれている汎用バスの 初のフライト

モデルの開発と製造に捧げられる。バスは 大積載量300ｋｇで、15年の寿命と算定され

ている。第二フェーズでは 初の衛星ミッションが軌道上でバスの実証をする為に開発、

製造、打ち上げを行う。 初のペイロードミッションは2007年末あるいは2008年初頭ま

でに選定される予定。OHB は Small Geo コンソーシアムのリーダーであり、LuxSpace 

(Luxembourg), the Swedish Space Corporation (Sweden) および  Oerlikon Space 

(Switzerland)もこのコンソーシアムに属している。 

 

３．２ 米国 

 

３．２．１ ORS構想 

 

米国では、非対称戦と非常時における現地部隊指揮官の要求に即応するために即応型宇

宙システムの構築を目指しており、DoDと DARPA（防衛高等研究計画局）がORS

（Operationally Responsive Space）構想を発表している。ORSでは、開発・配置・運用

に係わるタイムラインの大幅縮小をコンセプトとしている。構想の発端は、UAV（無人機）

のメリットの低コスト運用と、デメリットである作戦地域が限定されてしまうことと、従

来型衛星システムのメリットの広域観測と、デメリットである高コスト運用という、それ

ぞれを補うものとして即応型の宇宙システムを政策として掲げたものとなっている。 

 

このORS構想では、宇宙で自国の衛星システムが損傷を受けた場合、1週間以内に衛星

を製造し、数時間または24時間内に衛星を打ち上げて配置することを目標としている。

近では中国のASAT試験もあったため、既存の宇宙システムに損傷を受けた場合にも即応的

に宇宙システムを構築できる態勢を整えたいとしている。 

 

具体的には、従来の衛星の問題点である「長期の製造期間＋高コスト」という欠点を克

服するために、「短期製造＋量産可能＋低＆中コスト」の即応型衛星システムを確立させ、

比較的安価な調達価格で政府が買い上げるTACSAT（Tactical Satellite）を研究開発して

いる。これは、小型衛星と即時打ち上げが可能なブースターを組み合わせることにより、

SIPRNET (Secret Internet Protocol Router Network)を介した迅速な軍事機密データの配

信を実現することを狙いとする。また、非常時に特定の地域を集中的に監視する目的もあ
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り、衛星1機の打ち上げから運用までのミッションコストを20Mドル以内とする目標を設

定し、短期間で衛星を製造して打ち上げる能力の保有を目指す。  

 

空軍の2008年度におけるORSの予算要求では87Mドルを計上しており、2009年度には

111.7Mドルを予定している。2007年 5月にはDoDが、カートランド空軍基地（ニューメキ

シコ州）にResponsive Space Officeを設立した。運用は10月からを予定しており、予算

はFY8～FY13まで 400Mドルが割り当てられている。 

 

また、衛星バスの標準化を図るため、Operationally Responsive Space Modular Bus

（ORSMB）を DoDの ORSプロジェクトの一環として進めており、即応型衛星に搭載されるた

めの低コスト・短納期で製造可能なバスの標準化を促進させようとしている。TACSAT-3で

搭載されるORSMBは Swales の開発設計によるものである。 

 

 

図 3-1 ORS構想 

 

３．２．２ 背景と定義 

 

John Wamer National Defense Authirization Act 2007 により、DoDは議会・軍事委員

会に対して、八つの要素を含むDoDによる軍事ユーザ及びオペレーターを支援する即応型

宇宙システムの能力の調達計画を提出する要求を受け、DoDは 2007年 4月 17日 ORSに関

する計画書を議会に提出した。 
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ORSの定義は、「DoD分野における統合指揮ニーズをタイムリーに満足させるための確約

された宇宙能力」のことを言う。 

 

ORSの定義に関する諸発言としては、以下の発言が公的にある。 

 

・「戦場における指揮官のニーズに対応する、週/月ではなく、数時間以内に打ち上げるこ

とのできる小型衛星・ロケット」（The Hon. Peter B. Teets, Under Secretary of the Air 

force 

・「戦術レベルの特定の地域に数時間以内に投入できる1000ポンド(約 450Kg)のペイロー

ドを打ち上げるロケット」（General Lance Lord, Commander, Air Force Space Command） 

・「必要とされるときに対応可能な戦場における適切な効果をもたらすために即応的に生み

出し、運用される卓越した能力」（Maj General Tom Taverney） 

  

さらに、国家安全要求に応える宇宙能力の増大も行うとともに国家安全保障大統領令

（NSPD-49）における外交・情報・軍事、経済ニーズに不可欠な宇宙資産の獲得にORSは効

果的であるとDoDはしている。 

 

(1) アプローチ 

 

米戦略コマンド（USSTRATCOM)からの３つの要求に応えるものとして、以下の３点を要

素とする。 

 

第一は、宇宙技術および運用改革の即時的な展開 

第二は、運用能力の増大要求時に即時的に対応できる既存の宇宙能力の採用と改良 

第三は、運用能力維持のために不可欠な宇宙能力の再構築を進める。ORSパートナーは諜

報コミュニティ及びNASAである。 

 

2007年 5月に ORSオフィスがカートランド空軍基地に設立された。役割は、緊急のニー

ズに即応的に応えるニッチ能力の提供・貢献である。3つのTier（層）を定義し、現在は

プロジェクトを発掘する段階にある。 
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前述の法律によるタスクは以下の通り。 

 

・DoDにおける部局、agency, componentの役割とミッションを明確にする 

・ミッションを実行するために必要な今後10年の要求される能力を特定する 

・情報要求の階層化 

・政策・プロセスの実行 

・ORS能力を確保するための追加の措置のための実行化（法律化） 

・スケジュール策定と実施 

・資金化並びに要員確保 

同オフィスがカートランド空軍基地（アルバカーキ、ニューメキシコ州）に置かれた理

由は二つある。一つは、主要機関である空軍研究所があること、第二に、オフィスの

Directorである、Col. Kevin Mclaughlinはカートランド空軍基地のSpace Development and 

Test Wing の Directorを兼務しており、同部は空軍において唯一の宇宙部門であるためで

ある。職員数は5名（コントラクターを入れると30名）。 

 

三層のアプローチとして、ORSオフィスが中心となり、統合指揮及びその他のニーズの

即時展開を図る。 

 

諜報コミュニティ及びDoDの国家安全保障ミッションに関して既存の能力を有するため、

ORSオフィスがすべての活動を行うものではない。 

 

第一層では、既存能力の活用、第二層は、既存技術の利用あるいは追加能力の展開、第

三層は、能力の拡大である。 

第一層 第二層 第三層

既存能力の急速な発展
－ネット中心（ネットセントリック）

・オープンアーキテクチャ
－データ

・発見可能

・承認可能
－インフラストラクチャ

・即応
・共同運用

補給
補強
再構成：

・既存の技術
・既存の能力

補給
補強

再編成：

・新規開発技術
・新規開発能力

ORS Office

ORS 活動  

図 3-2 3層のアプローチ 
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(2) 計画の要素 

 

ORSに要求される能力とは緊急かつ予知できないニーズに対応できることを指す。 

 

・失われた能力の再構成 

・既存の能力の改善 

・期待されなかった能力の補完 

・新規の技術および運用の展開 

・見えざる間欠的な事象への対応 

・生存と抑止力の強化 

 

ORSには宇宙軍事アプリケーション（例：即時的な世界攻撃、伝統的弾道ミサイル 

等）は含まれない。選別された即応的なISR(Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance)及び通信能力の開発に当初は主眼を置く。即応的な宇宙運用を確保するた

め、C2能力、地上エレメント及び打ち上げロケット並びにTTP(Tactics, Techniques and 

Procedure)に力点を置く。 

 

(3） 責任及びミッション 

 

ORSオフィスは以下の５つの機能を実行する。 

 

図 3-3 機能 

注：COCOM(Combatant Commander) 

 

(4） 運用支援機能のコンセプト 
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図 3-4 運用支援コンセプト 

 

(5) 組織構造 

 

 

図 3-5 組織 

出所: ORS Executive Committee 

 

(6) 調達政策と手順 

 

・タイムリーであること：早く、敏捷性があり、柔軟性がある 

・実行に合せて作り上げられるプロセス 

・ORSコミュニティ間の統合された包括的なネットワーク 

・明瞭で、直接的な権威 

・ニーズにマッチする柔軟性のある敏捷的なリソース 

・予算の継続安定性：これにより産業ベースを確保できる 

・適切かつリスク許容性のある監督 
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・市場競争力 

 

(7) スケジュール 

 

図 3-6 スケジュール 

 

３．２．３ ORSの産業化 

 

ORSは、より低価格で、より多くの柔軟性を持つシステムを戦術ユーザと戦況に提供す

るものである。 

 

これらはいくつかのソースからニーズが発生した。第一は、コストオーバーラン、遅延、

失敗から来るフラストレーション、第二は、”宇宙開拓者“からの空軍への新型ロケット

の使用の強い要求（Space-Xを指す）。第三は打ち上げロケットのコストが宇宙利用の拡大

の鍵となる。新規市場の開拓となる→Faster/Better/Cheaper/More 

 

ORSの考え方はこれまでのミッション・システムに置き換わるものではなく、補完する

ことにある。旧来のソ連の打ち上げサイロを監視するニーズよりも、リアルタイムにイン

テリジェントデータが欲しいというニーズ（例、オサマ・ビンラディンを探す→reactive 

requirement for warfighter） 

 

ORSオフィスの設立は外部からの要求によるものである。ひとつはTACSAT と小型ロケッ
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トの調整不足を指摘したGAOスタディ（2006年 3月）、議会からの要求（特にニューメキ

シコ州からのロビー活動：参考→宇宙が州経済の活性化につながるとしている州は、テキ

サス、フロリダ、南カリフォルニア、アラバマ、ニューメキシコ、イリノイ、バージニア）、

2007年 Defense Authorization Act、戦術宇宙利用に関する空軍の管理力維持のニーズに

よる。 

 

即応宇宙システムの産業化を図るために、いくつかの民間企業が参画している。例えば、

SpaceDevは Naval Research Laboratory (NRL)から Operationally Responsive Space 

Payload Technology Broad Agency Announcementに関して受注した。内容は、衛星搭載用

のCombined Optical, Radio, Radar Instrument (CORRI)のプレ設計である。COPRIは、3

つの機器を1つにインテグレートすることによって、衛星をより適応化させる。SpaceDev

によるプレ設計が終わったのち、NRLはこのデータを利用してCOPRI設計の検討を行うこ

とになる。 

 

2007年 4月にはレイセオンが新興の即応宇宙“Launch on-demand”市場に参入すること

を発表しており、今後、即応宇宙市場の急激な市場拡大が予想され、即応宇宙が次世代宇

宙システムとして必須要素になると同社のゼネラルマネージャは述べている。同社はすで

にARTEMIS (Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer)

を 1400万ドルで受注した。ARTEMISセンサは初期型の即応宇宙ペイロードの開発として設

計された。これは主要ペイロードとして2007年打ち上げ予定のTACSAT-3に搭載される予

定となっており、低コストかつ短納期の高性能ハイパースペクトル画像を特徴としている。

目標追跡、戦場の地形認識、作戦部隊の損害状況などの戦場における情報を速やかに送信

することができる。 

 

 ATKは独自開発の低コスト型衛星打ち上げブースター・ALV の初号機 (ALV X-1) を組み

立て、ORS (Operational Responsive Space) マーケットを対象にLEOへの打ち上げに対応

する。 初に打ち上げるペイロードは、NASA の Hy-BOLT (Hypersonic Boundary Layer 

Transition experiment) と SOAREX (Suborbital Aerodynamic Re-entry eXperiment)。 
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図 3-7 2007 年 4月に打ち上げられたボーイングの小型衛星 

出所：Space dairy 

 

ボーイングは大手企業として初めてCUBESATクラスの小型衛星を開発して打ち上げてお

り、即応型宇宙システム等による小型衛星への変遷へ対応を始めている。 

 

ロッキード・マーティンも同様にモジュール型小型衛星をAdvanced Technology Center

にて開発している。 

 

ただし、一般的に大企業はORSに中小企業ほど興味を示しているわけではない。 

ＴＡＣＳＡＴ、打ち上げ機、通信ネットワークを同時平行で開発して、
各システムを組み合わせて試験する

TacSat 実験
TacSat-1, 2・・・

システム設計, 
プロトタイプなどの開発

作戦上の実験

打ち上げ機の開発

低コストの宇宙技術と
研究開発

戦略システムの
配備

コンセプト

通信ネットワークの開発

TacSatの実戦配備

 

図 3-8 各システムの開発スケジュール① 
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FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14
TacSat 1

TacSat 2

FALCON Development

TacSat 3

TacSat 4

TacSat 5

TacSat 6

TacSat X

TacSat Y

TacSat Z

TacSat 1

TacSat 2

TacSat 3

TacSat 4

1 2

Funded
Partially Funded/POM Initiative
Unfunded

TacSat 5

TacSat 6

TacSat X

TacSat Y

Industrial Base Assessment MANTECH

CAV

TacSat/CAVs
(S&T dollars)

Spacecraft Bus
Payload

Operational 
Assessments

Demo

Launch Dev/Launches
Launch
Integration & Range

3 4 5 6

※上記表は2004年9月時点のAFSC（Air Force Space Command）によるスケジュールであるが、
2007年現在では、TACSAT、FALCONともにスケジュールに遅れがでている。

出所：AIAA Space 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 各システムの開発スケジュール② 

 

３．２．４ TACSAT 

 

ORS標準バスのゴールとしては、TACSAT-4におけるブロック調達（年間5機発注）であ

るとORSオフィスでは語る。コスト目標は25Mドル以下である。即応能力としてはペイロ

ードインテグレーションから運用まで７日間、設計寿命は1年。80/20ルールを採用し、

80％の能力を20％のコストで対応する戦域レベルのタスク要求に応える。 

 

ペイロードコスト目標は複雑系(complex)で 2～5Mドル、中クラス（moderate）で 0.5

～2Mドル、基本形（basic）で <0.5M ドルである。議会が要求するコスト目標は、40Mド

ル(バス及びペイロード)、20Mドル（ロケット）である。これはTACSAT 1 の結果を反映し

たもので実施的なものである。15Mドルはゴールとしている。しかし、実際的には難しい

とORSオフィスは語る。 

 

低コストの実現には打ち上げコストの削減が 大要因となる。要求レベルを下げること

でcomplexity を下げる。また、レビュープロセスを簡素化する（ドキュメントコストを下

げる）。 

 

Tier 2（5年から10年）になれば“プログラム”になる可能性を秘めている。 

 

従来、衛星を運用できるのは地上管制センターのみであったが、TACSATでは作戦エリア
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（戦場）で直接衛星を制御・利用できるシステムを構築することを目的とする。 

 

各シリーズではIP通信、画像撮像、データ通信・中継等の次世代宇宙技術を実証する。 

また、従来の衛星の特徴である1品物ではなく、大量生産を視野に入れて規格化を進めて

いる。将来的には航空機や自動車のような生産ラインで衛星を製造する概念を掲げており、

ミッションの目的によってペイロードを入れ替えられるようにする。 

 

TACSATでは、従来の衛星の特徴である広域展開や、UAVの特徴である低コスト運用など

を、それぞれ活かした戦略型小型衛星を目指している。 

 

図 3-10 バスモジュラリティ 

出所：http://opencube.dip.jp/~hh001/content/rsc2006.html 

 

 

図 3-11 TACSATのコンセプト 
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(1) TACSAT-1 

 

① 目的 

 

開発から1年以内に打ち上げ、15Mドル以内（打ち上げ費込み）にコストを抑える。た

だし実際にはコストオーバーランしている。また、SIPRNET の実験を行う。 

 

② 開発体制 

 

海軍主導のプロジェクトで、担当と役割は以下のとおり。 

・NRL（Naval Research Laboratory）：プログラムマネージャー 

・Space-X：TACSAT-1の打ち上げ（Falconロケット） 

・Air Force Space Command：Space and Missile Center (SMC)がブースターのマネージャ

ーを担当し、30 th Space Wingが打ち上げ施設の提供と打ち上げサービスを行う。 

・NASAの Virtual Mission Operations Center (VMOC)：SIPRNET関連およびデータ配信 

・Blossom Point地上局（メリーランド州）：衛星の運用・管理 

・National Reconnaissance Office （NRO）：バンデンバーグ空軍基地のデータ処理施設の

提供 

・Regional Combatant Commanders(COCOMs)：作戦上の運用協力 

 

※COCOMs＝地域別の陸海空統合軍（指揮統一を円滑にするために編制され、全10地域に分

かれている。） 

 

OSCの MicroStarバスに赤外線カメラ、カラー可視光カメラCopperfield-2と称する検

知器の3つのセンサを搭載する。 

 

主要ペイロードは 

・戦略RFペイロード & UHFリンク 

・低解像度可視& IRカメラ 

・SIPRNET 

 

Space-Xのファルコンブースターに問題が生じているため、打ち上げスケジュールに遅
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れがでている。 

 

図 3-12 TACSAT-1 

 

表 3-1 TACSAT-1 

ミッション概要
SIPRNETを利用した軍事機密データの送信試験を行う。設計・製造から低軌道への打ち上げを
1年以内に行い、合計15Mドル以内のコストに抑えることを目標にしている。

運用者 米国海軍、DoD

開発機関

NRL（Naval Research Laboratory）：プログラムマネージャー
Orbital Sciences：バス
NRO（National Reconnaissance Office）：バンデンバーグ空軍基地のデータ処理施設の提供
Air Force Space Command, Space and Missile Center：ブースターのマネージャー
Air Force Space Command, 30th Space Wing：打上施設の提供と打上サービス
NASA, Virtual Mission Operations Center：SIPRNET関連とデータ配信
COCOMs（Regional Combatant Commanders）：作戦運用協力

打ち上げロケット Falcon-1（Space X）

打ち上げ日 2007年打ち上げ予定であったがブースターに問題があり遅延している

重量 110kg

軌道高度 540km

電力 186Watts

寸法

寿命 1年

姿勢制御方式

ミッション機器
・ IRカメラ
・ 可視光カメラ
・ Copperfield-2

仕様
設計概念では従来の衛星システムのほかにUAV（Unmanned Air Vehiｃle）の設計思想も取り入
れている。ペイロードの1つであるCopperfield-2は、元々UAV用に設計されたものだが、NRLが
宇宙用に改造した。

バス機器仕様 MicroStarバス（Orbcommシリーズでも使用）

コスト 打上費込みで15Mドル以内

地上局 Blossom Point 地上局
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(2) TACSAT-2 

 

Air Force Research Laboratory（AFRI）による開発。汎用品を改良した口径50cmの光

学望遠鏡を搭載しており、2006年 12月に Orbital Science Corporationの Minotaurロケ

ットで打ち上げられた。衛星は先行プログラムであったTech Sat21（キャンセル）用のバ

ス及び既開発の小型衛星機器を活用したが、当初予定の開発期日18ヶ月に対し、33ヶ月

要した。開発コストは45Mドル。 

 

① 目的 

 

戦略的な画像収集、戦略CDL & UHF リンク、宇宙機の自動運用実験、VMOCを用いたSIPRNET。

技術実証としてP3航空機と連携した目標物を検知する能力の実験、撮像した画像を軍事標

準画像へとフォーマット処理するFPGA（Field Progrommalable Gate Array）の性能試験、

電気推進システムであるホールスラスターの技術実証、GPS関係の電離層の影響試験、薄

膜柔軟太陽電池パネルの性能試験を行う。 

 

② 開発体制 

 

・MicroSat Systems, Inc.（MSI）：衛星バスの設計開発、各種テスト、ESA (Experimental 

Solar Array)の開発（バスや各種部品はTechSat21 プログラム(2003年にキャンセル)の物

を利用する） 

・AFRLおよびScience Applications International Corporation（SAIC）：Earth Surface 

Imager（ESI) 

・NRL：Target Indicator Experiment（TIE) 

・Broad Reach Engineering (BRE)：Integrated GPS On-orbit Receiver（IGOR） 

・Interface & Control Systems（ICS）：Autonomy Experiment（AE） 

・Microcosm：Orbit Control Kit（OCK）ソフトウェア 

・Busek：スラスタ 
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図 3-13 TACSAT-2のインテリア         図 3-14 TACSAT-2の概要           

出所：MicroSat Systems 

 

表 3-2 TACSAT-2 

ミッション概要
戦略的な画像収集、戦略CDL＆UHFリンク、システムの自動運用試験、VMOCを利用し
たSIPRNETの通信実験を行う。軍事研究開発のほかにもビジネス分野への発展も視野
に入れている。

運用者 AFRL(Air Force Research Laboratory)

開発機関

AFRL(Air Force Research Laboratory)：プロジェクトマネージャー、Earth Surface Imager
（ESI)
Science Applications International Corporation（SAIC）：Earth Surface Imager（ESI)
MicroSat Systems, inc.：バスの設計開発、各種テスト、ESA(Experimental Solar Array)
NRL（Naval Research Laboratory）：Target Indicator Experiment（TIE)
Broad Reach Engineering ：Integrated GPS On-orbit Receiver（IGOR）、Integrated
Avionics Unit (IAU)
Interface & Control Systems：Autonomous Tasking Experiment (ATE)
Microcosm：Orbit Control Kit（OCK）ソフトウェア
Busek：スラスタ
ASI： ADCS ソフトウェア

打ち上げロケット Minotaur-1（Orbital Sciences）

打ち上げ日 2006年12月

重量 373kg（ペイロード容量：216kg、2.3㎡）

軌道高度 415km、傾斜角40°

電力 Array Power：403watts（Avg）、675watts（Peak）

寸法 2.0m×1.1m×1.0m（バス＋ペイロード）

寿命 1年

姿勢制御方式 3軸安定方式

ミッション機器

・ Tactical Imaging (AF) & RF (Navy) ペイロード
・ Tactical CDL & UHF Links
・ Multiple Science Payloads
・ Enhanced Commercial Imager
・ RoadRunner On-board Processing Experiment (ROPE)
・ Common Data Link (CDL)
・ Target Indicator Experiment (TIE)
・ Autonomous Operations
・ Hall Effect Thruster (HET)
・ Inertial Stellar Compass (ISC)
・ Low Power Transceiver (LPT)
・ Integrated GPS Occultation Receiver (IGOR)
・ Atmospheric Density Spectrometer (ADS)
・ Experimental Solar Array

仕様

バス機器仕様 NGMB（Next Generation Multifunctional Bus）

コスト 63Mドル以内（TACSAT-2プログラムのトータルコスト）

地上局 Blossom Point 地上局

特記事項
バスや各種部品はTechSat21プログラム（2003年にキャンセル）の物を利用。
開発開始から18ヶ月で打ち上げに成功。
GeneSat-1（NASA）と同時打ち上げ。  
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(3) TACSAT-3 

 

DoDの部局であるOffice of Force Transformation（OFT)と AFRLが資金を提供してい

るプロジェクトであり、本計画は標準化モジュラーバス開発計画の全4段階中の第2段階

にあたる。Swales が TACSAT-3向けの即応型モジュールバス（Operationally Responsive 

Space Modular Bus）の設計・製造・テストを行い、また、AFRLによる衛星のインテグレ

ーションをサポートし、軍事用のハイパースペクトル画像センサの開発にも携わる。打ち

上げ機はOSCが開発したMinotaur-1 を使用する。 

 

① 主要ペイロード 

 

・Ocean Data Telemetry Microsatellite Link (ODTML)：NRLによる開発。海上ブイから

のデータを収集して地上局に送信し、作戦部隊への迅速な情報伝達を行う。 

・ARTEMIS (Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer) 

・Space Avionics Experiment (SAE) *AFRLによる設計。 

 

② 開発体制 

 

・AFRL：インテグレーションなどのプログラムマネージャー 

・Swales：Operationally Responsive Space Modular Bus（ORSMB）の設計・製造、各種テ

スト 

 

 

図 3-15 TACSAT-3 

出所： MicroSat Systems 
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表 3-3 TACSAT-3 

ミッション概要

国防総省の部局であるOffice of Force Transformation（OFT)とAFRLが資金を提供しているプ
ロジェクトであり、ORSMB（Operationally Responsive Space Modular Bus）開発計画の全4段階
中のフェーズ2にあたる。TACSAT実験シリーズで初めてのモジュラーバスの採用となる。通告
から2日以内にインテグレーションし、2～5日以内に打ち上げ、6日目に運用を始めることを目標
とする。また、ハイパースペクトル画像を収集してから10分以内に、作戦エリアの部隊に送信す
る実験も行う。

運用者 AFRL

開発機関

AFRL：プログラムマネージャ、 Ocean Data Telemetry Microsatellite Link (ODTML)の開発、
Space Avionics Experiment (SAE)の設計
Swales：ORSMBの設計・製造・テスト、AFRLのインテグレーションサポート、軍事用ハイパース
ペクトル画像センサー
MicroSat Systems：バスの予備設計（契約開始から4ヶ月以内に納品）
Raytheon：ARTEMIS(Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer)
Airborne Systems：ARTEMIS（Raytheonと共同開発）
Office of Naval Research：ODTML（Ocean Data Telemetry Microsatellite Link ）

打ち上げロケット Minotaur-1

打ち上げ日 ２００８年６月（予定）

重量

軌道高度 400km

電力

寸法

寿命 1年

姿勢制御方式

ミッション機器

・ ODTML：海上ブイからのデータを収集して地上局に送信し、作戦部隊への迅速な情報伝達を
行う。
・ ARTEMIS (Advanced Responsive Tactically Effective Military Imaging Spectrometer)
・ SAE
・ Data-X

仕様

バス機器仕様 ORSMB

コスト 50Mドル以内（TACSAT-3プログラムのトータルコスト）

地上局 Blossom Point 地上局

特記事項 18ヶ月以内にペイロードとモジュラーバスを製造して衛星重量を400kg以内に抑える。  

 

(4) TACSAT-4 

 

AFRLによるプロジェクトで通称COM-Xと呼ばれている。友軍の追跡、モバイル通信サー

ビス、データ中継などのペイロードを搭載する予定とのこと。従来のTACSATシリーズとは

異なり、高軌道に配備することによって一定地域を長期間観測し、通信ペイロードの機能

を 大限に活かすとしている。2008年に Minotaurロケットで打ち上げる予定。 

 

①開発体制 

 

・FRL：プログラムマネージャー 
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・Alliant Techsystems, Inc. (ATK)：ヒートパイプのハニカムパネルへのインテグレーシ

ョンなど 

・Advanced Cooling Technologies, Inc（ACT）：熱制御システム向けのヒートパイプとア

センブリ関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-16 TACSAT-4 

出所：AFRL 

表 3-4 TACSAT-4 

 

ミッション概要

HEOでのORSミッションのデモを行い、高軌道でもORSミッションが可能なことを実証する。友軍
の追跡、モバイル通信サービス、データ中継などのペイロードを搭載する予定。従来の
TACSATシリーズとは異なり、高軌道に配備することによって一定地域を長期間観測し、通信ペ
イロードの機能を最大限に活かす。TACSAT-3に引き続いて、モジュールバスの実験・評価を
行う（フェーズ3）。

運用者 AFRL

開発機関

衛星バス関連：MicroSat、Swales、SS/L、Boeing、Microcosm、General Dynamics、Orbital
Sciences、AeroAstro、Raytheon、Design Net Engineering
ペイロード関連：Swales、Orbital Sciences、Honeywell、Praxis、Harris、AVA
VMOC：Praxis、General Dynamics、SGSS、PTR Group、Vightelなど
地上局：Honeywell、SGSS

打ち上げロケット Minotaur-6（Orbital Sciences）

打ち上げ日 2008年（予定）

重量 335～410kg

軌道高度 低軌道

電力 200～550Watts

寸法

寿命 1年

姿勢制御方式

ミッション機器
・ Data XおよびBFT
・ COTM

仕様

バス機器仕様 ORSMB

コスト

地上局 Blossom Point 地上局

特記事項

通称「COM-X」
* 各スポンサーを以下に示す。
バス標準化プロトタイプ：DoD
ペイロード：ONR（Office of Naval Research）
打ち上げ：AFSPC（Air Force Space Command）
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(5) TACSAT-5 

 

2007年 9月に RFPが出された。衛星重量は400kg程度を想定、開発コストを20Mドル以

内に抑えるとしている。打ち上げは2009年の秋を目指しており、打ち上げ機についてはフ

ァルコンのみならず、QuickReach やトライデントミサイルも視野に入れている。 

 

①開発体制 

 

・AFRI：プログラムマネージャー 

・その他未定 

表 3-5 TACSAT-5 

ミッション概要 ９月にＲＦＰが出された

運用者 AFRL

開発機関 AFRL：プログラムマネージャー、インテグレーション

打ち上げロケット Falcon-1（Space X）またはQuickReach（Air Launch）

打ち上げ日 2009年（予定）

重量 400kg（予定）

軌道高度

電力

寸法

寿命

姿勢制御方式

ミッション機器

仕様

バス機器仕様

コスト 20Mドル以内

地上局

特記事項  

 

３．２．５ ORSの将来 

 

ORSは新しいアイディアではない。過去40年間、即応型打ち上げシステムはテーマであ

った（シャトルは当初は初の“即応型”システムとなる予定であった）。誰もリスクをとり

たがらないので過度の要求となる、結果として、コスト増を招く。バンガードロケットを

引き継いだOSCのペガサスは当初提案は6Mドル（バンガードロケットは20Mドル）であっ

たが現在は25Mドルに、ファルコンも当初提案は6Mドルが現在は15Mドル(予想)と大幅増

となっている。 
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図 3-17 ORS vs 非 ORS 

 

現在進行中のTACSATは STP (Space Test Program)であってORSの一部分では本来ない。

STPは将来ミッションを可能にする技術を実証することにある。図3-18は ORS予算である

が、年間1ミッションに至らず小さい。現在は、既存の能力の活用に集中しており、新規

投資（新しいミッションの発掘）にはつながっていない。コンセプトを証明するデモンス

トレーションである。図3-19にミッションフローを示す。 

 

実際のプログラムになったとして（5 年から 10 年後）、年間 100 ミッションを調達する

となると、40Mドル×100ミッションは小さい予算ではない。DoD予算の全体が減少してい

く中で ORS への予算配備は現実的か疑問→UAV ほかの手段もあり、戦術衛星が一番有効的

か？ デブリ対策という問題もある。議会の興味はあるため成功すれば政治リスクはなく

なる。プログラム予算化には正式なプロセス（DoD→ 行政予算管理局→ 議会 → 大統領）

となれば3年を要する。 

 

図 3-18 TACSAT予算 
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ORSは“Nice to Have(持つと良い)”ではなく、“Need to Have (持たなければならない)”

ということを証明するプロセスである。ORSミッションとしては既に現在、そのアセット

は有する（ICBM、SLBM）が、以前のマルチミッションバス構想がとん挫した経緯がある等

の理由により、再注目されたという経緯がある。 
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図 3-19 ミッションフロー 
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図 3-20 ミッション要求サイクル 
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第４章 即応型宇宙システムの設計・製造競争力強化の方策 

 

４．１ 衛星システム 

 

４．１．１ 米国ORSから得られる示唆 

 

我が国の即応型宇宙システムの設計・製造競争力強化の為には米国ORSから学ぶべきこ

とが多い。米国ORSから得られる示唆としてあげられることは、システムアーキテクチャ、

運用、ロケット、地上系含め実用分野に踏み込んでおり、全備質量300kg級の分解能サブ

メータ級の観測衛星、短期間での打ち上げ、地上可搬局での運用を低コスト・短工期で実

現していることである。 

 

また、米国がORSのような総合システムを現時点で実現できた背景には、90年代以降の

SDS構想など、これまでに推定数兆円規模以上の開発投資が実施されてきた結果があるこ

とも重要な論点ではある。従って、この点は我が国の宇宙開発予算の現状や社会背景を考

慮すれば単純な比較は難しいであろう（コストはノンリカリングコスト＋リカリングコス

トにて構成される。一般にリカリングが占める割合が増加するとコストは低減する（例：

大量生産）。リカリング率を増やすためには開発要素であるノンリカリング分への十分な初

期投資が必要となる）。 

 

すなわち、米国ORSから我が国が得られる 大の示唆は、 

従来の我が国の宇宙開発の典型： 

○○の機能性能を持った機器がある → その機器の組合せでは●●のミッションができ

る 

 

米国ORSの開発： 

●●のミッションを達成する必要がある → ○○の機能性能を有する機器（含、開発）・

仕組みが必要 

 

という設計コンセプトの差異である。携帯電話や自動車等の一般産業では当然であったが、

宇宙産業においてもシーズオリエンテッドからニーズオリエンテッドへのパラダイムシフ

トが必要である。ただし、現代システムエンジニアリングで用いられるアーキテクティン
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グファースト（ニーズを構成するシーズ現状を十分に理解した上で要求分析を進める）に

留意することが必要である。 

 

 米国ORSシステムの要求事項と実現方法を表4-1に示す。 

 

表 4-1 ORSシステムの要求と実現方法 

 

出所：第5回Responsive Space 会議(2007年 5月) 

 

米国の場合には、従来の中大型宇宙システムは全地球的、定常観測にこれ迄と同様に活

用し、即応型宇宙システムは緊急の観測需要に対し、中大型宇宙システムの補完として、

短期的に活用する方針である。そのため、即時に(レスポンシブ)希望の軌道に一定数（観

測頻度要求による）打ち上げ、一般ユーザにより容易に運用/利用(フレキシブル)できるこ

とが主要要求となっている。また、あらたなインテグレーション手法、衛星構築の考え方

導入による短期開発も要求されている。 

 

 以上の実現方法について個々に解説する。 

 

(1) ６Day Spacecraft（軌道上運用まで6日） 

 

衛星による観測要求発生後のCall Up から軌道上運用迄6日間で実施することを目標と

する。衛星はモジュール化され、倉庫品として保管される（光学観測モジュール、SARモ

ジュール、通信モジュール）。必要なモジュールを要求に応じ組み合わせS/Wをインストー

ルし、専用ロケットで打ち上げ、軌道上にて自動チェックアウト後、運用を開始する。 
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図 4-1 モジュール化された衛星の概念 

出所：第19回Small Satellite会議 (2005年 8月) 

 Plug & Play
Quick Integration Quick Checkout 1-Day Checkout

Autonomous Calibration

 

 

 

図 4-2 打ち上げまでのシークエンス 

出所：第19回Small Satellite会議 (2005年 8月) 
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SMARTBusと呼ばれる機械的標準、電気的標準、論理的標準より構成される。これらの標

準は衛星のモジュールがいかに相互に作用し、衛星全体を構成するかを規定する。各モジ

ュールの物理特性、質量特性等は共通とし、各モジュールの独立開発が可能である。 

 

 

図 4-3 Aero Astroの SMARTBusの例 

出所：第19回Small Satellite会議 (2005年 8月) 

 

（2） 射場作業短縮 

 

TACSAT2によるレスポンシブな打上運用の検討を示す。6日での打ち上げを完了するた

め、射場における作業、試験手順を分析、下表の作業時間配分を設定。具体的なタイムラ

インは図4-4に示す。 
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表 4-2 射場での作業手順 

 

 

出所：第5回Responsive Space 会議 (2007年 5月) 

 

 

 

図 4-4  TacSat2のケース：Minotaur I によるTACSAT2打上運用のライムライン 

出所：第5回Responsive Space 会議 (2007年 5月) 
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(3) VMOC、IP化、CDL 

 

① VMOC (Virtual Mission Operations Center) 

 

インターネット（SIPRNET)を使用し、衛星にアクセスする。専門家で無くとも使用可能

な運用端末を用意し、多目的の地上局を運営する。 

 

② CDL (Common Data Link) 

 

画像及び、TIEデータを可搬型地上設備。MIST(Modular Interoperable Surface Terminal)

に伝送、能力はアップリンク 170kbps、ダウンリンク252Mbps。 

 

 

図 4-5  Virtual Mission Operations Centerの構成 

出所：第5回Responsive Space 会議 (2007年 5月) 

 

(4) ユーザフレンドリーな運用システム 

 

衛星の専門家でなくても衛星が使用可能な仕組みが導入されている。マンマシン性に優

れた運用端末を用意するとともに、遠隔操作のための移動端末の開発が行われている。コ

マンド確認のための携帯電話でのモニタ機能等も用意されている。 
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図 4-6  遠隔操作のための端末 

 

 

 

図 4-7  運用を容易にする仕組みの導入 

出所：第5回Responsive Space 会議 (2007年 5月) 
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(5) 標準小型衛星バス 

 

TACSAT への適用を前提に衛星バス標準化のための各種スタンダードが設定されている。

具体的には図4-8に示す標準ドキュメントが制定され、これに基く、衛星バス、搭載機器、

ペイロード、地上システムの開発が行われている。 

 

 

図4-8 標準小型衛星の標準ドキュメント 

出所：第5回Responsive Space 会議 (2007年 5月) 

 

なお、TACSAT シリーズにおいては、低コスト化を意識し、標準バス仕様設定に際し

20-80％アプローチを適用している。図4-9に示す通り、これまでの宇宙システムは95-99％

ルールベースと見なすことができ、高い信頼性/性能を追及するため、 後の数％達成のた

め高いコストを要するシステムになっている。ORSでは80％を適切なレベルに設定するこ

とにより、上記事象を回避することを狙っている。80％レベルの設定例として、可視光学

センサであれば2-5ｍ分解能レベル、ハイパーセンサであれば5-32ｍ分解能レベルが挙げ

られている。 
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図4-9 20-80％アプローチ 

 

また、標準バスの開発に際しては、ステップ・バイ・ステップの開発が重要であること

も指摘されており（図4-10）、この方針に基き、TACSATの段階的実証計画が設定されてい

る。 

 

 

 

図4-10 段階的アプローチ 

出所：第3回Responsive Space 会議 (2005年 4月) 
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(6) インテグレーション方式 

 

Space Plug&Play Avionics(SPA)を採用する。衛星のインテグレーション＝プラグイン

とするもので、ガイドラインとして“Guidebook : SPA-U Standard and SPA-U guideline and 

applicable technical notes”を既に制定し、具体的な汎用インタフェースとしてUSB及

び、SPACEWIRE 等を活用する。SPA標準に適合した機器をCEB(Core Electronics Block)と

して開発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-11 CEB 機器の開発構想例 

出所：第19回Small Satellite 会議(2005年 8月) 

 Standard USB(4)     USB 1.1 or 2.0 

Power(2)                   28VDC 

Sync(2)                     1pps 

Ground(1) 

Space Wire(8) 
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４．１．２ 衛星システム競争力検討 

 

海外との比較において、我が国衛星は2割 3割、米国より高い。またリードタイムでも

競争力が低い。例えば、2機以降で2年要するが、米国は15ヶ月と短い。 

 

図 4-12 日米衛星比較 

 

４．１．３ ミッション要求検討 

 

 以上、米国ORSからの教訓、日本と海外との競争力の差異を踏まえ、米国ORSの CONOPS

（Concept of Operation）に基づいた機能分析による標準化開発を複数メーカを含む産学

官共同で実施し、デュアルソースのユーザ利用が可能となることで国家方針を統一した効

果的な衛星開発を我が国は目指すべきである。 

 

(1) ミッション候補 

 

 具体的に想定されるミッション候補としては安全保障分野で島嶼防衛 （国内）、弾道ミ

サイル基地監視 （海外）、自衛隊PKO支援 （海外）、シーレーン監視 （海外）があろう。

また防災・危機管理分野で、地震 （国内，海外）、風水害 （国内，海外）、噴火 （国内，

海外）、森林火災 （国内，海外）。またASAT対応 （定常監視衛星の補完）、防衛要素技術・

システム実証があげられる。 
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(2)  各ミッション／観測手段の特徴  

 

 物体識別の所要分解能 （GSD）を表4-3に示す。この内下枠部分が即応型衛星による戦

術情報収集対象となる。 

表 4-3 物体観測の所要分解能 

 

出所：Commercial Observation Satellites and International Security 

 

要件としては、 

・目標物があるかないかがわかる。  

・目標物が何であるかわかる。 

・目標物の種類がわかる。 

・目標物のサイズ、構成、装備の数がわかる。 

・特定の装備の詳細解析が出来る。 

 

表 4-4 要求能力 

 

 表 4-4、枠部分は定常監視衛星との組み合わせ補完により、観測手段の追加、頻度向上

が図られる。 
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表 4-5 即応システムに適合しないケース 

  

 

 表 4-5枠部分は即応型衛星での対応は困難である。他の観測手段 （定常監視衛星，航空

機，UAV） との組合せによる 適化が可能である。これは即応型の長所 （観測地域の自在

性，抗たん性） を活かし、短所 （準備期間） を補うシステムである。 

 

即応型衛星の適用ミッション例としては、安全保障任務 （島嶼防衛，弾道ミサイル基

地監視，PKO支援，シーレーン監視） において、定常監視衛星との組合せによって、観測

頻度向上／観測センサ追加（赤外，ハイパー） による 監視能力の増強。航空機／UAVと

の組合せによって、広域観測 （衛星） ⇔ 集中観測 （航空機，UAV） の役割分担がある

（自然災害に対しては事前準備期間が短い（1日以下）ため即応型としては対応が困難）。 

 

表 4-6 適用ミッション例と特性 
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(3) システム性能 

 

 日本版ORSに求められるシステム性能としては、以下があげられる。 

・定常監視衛星，航空機，UAV 等との組合せによる総合システムの一部として機能 

・前線拠点から直接データ取得運用 （コマンド送信＆データ受信） が可能 

・同時に中央（後方）へのリアルタイム伝送が可能 

・打上命令から１週間～6ヶ月（ミッションによる）の準備期間で運用開始 

・国内／海外の任意の地点に対して1～4時間以内の観測頻度を実現 

・運用期間は6ヶ月～1年 

・以下の観測手段を選択的に搭載 

－光学 （パンクロ，マルチ） センサ ： 分解能 0.5m ／ 観測幅 10km 

－光学 （パンクロ，マルチ） センサ ： 分解能 2.5m ／ 観測幅 100km 

－赤外センサ ： 分解能 5m ／ 観測幅 50km 

－ハイパーセンサ ： 分解能 5m ／ 観測幅 50km 

－電波センサ ： 分解能 1m ／ 観測幅 10km 

－電波センサ ： 分解能 5m ／ 観測幅 100km 

 

４．１．４ 総合システム検討 

 

(1) 全体システム構成 

 

 基本的なコンセプトとして、即応型衛星と定常監視衛星の組み合わせとする。これは突

発事項に対処できる即応型小型衛星とIGS等の戦略的情報を入手することを目的とした中

～大型衛星の組み合わせが望ましい。 

 

 構成例として島嶼防衛を対象とする。 
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図 4-13 島嶼防衛のケース例 

 

(2) 運用シナリオ 

 

3週間で運用開始を想定したケースを図4-14にあげる。 

 

図 4-14 運用シナリオ 

 

(3) 衛星軌道 

 

特定地域の可視時間を 大化とするため（太陽同期性は考慮しない）、衛星を対象地域

の緯度に対応した軌道傾斜角に投入。さらに対地同期軌道にすることで、特定地域上空を

必ず通過させる（光学／SARの組合せにより昼夜間を通じた監視を実施）。 
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図 4-15 衛星軌道 

 

(4) 運用システム 

 

運用システムとしては衛星自律型機能及びユーザインターフェースシステムの高度化

を図る。 

 

図 4-16 運用システム 
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(5) 衛星システム概要 

 

バスは200㎏級とする。諸元は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-17 衛星システム概要 

 

(6) ミッションセンサ 

 

 表 4-7にミッションセンサのタイプと対象衛星を示す。 

 

表 4-7 ミッションセンサ 
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４．１．５ 競争力強化施策 

 

(1) バスシステム／衛星システム 

能力（ペイロード比率，姿勢制御性能）的には米国RSMBバス（TACSAT-3）と同等レベ

ルの性能が達成可能であり、低コスト化 （-40%）が主要な課題である。また、我が国でこ

れまで経験が乏しく、即応型特有の以下の課題について具体的検討を進める必要がある。 

 

・大量／継続的発注による製造コストの低下 

・効率的な一括生産（4～8機）プロセス及び保管／点検手法 

・柔軟性と効率維持のバランスをとったオプション構成範囲の設定 

・システム組立～打上準備プロセスの詳細化＆短縮手段 

 

(2) ミッションシステム （センサ） 

 

小型衛星搭載用の小型・高性能センサは我国では未だ開発段階にあり、米国に対して遅

れている。即応型ミッションへの適用が想定される下記センサについて研究開発を引き続

き進める必要がある。 

 

・光学（パンクロ）センサ ： 小型（小径）センサによる高分解能化，高画質の実現 

・SARセンサ ： 小型化／高分解能化の実現 

・赤外センサ ： 検知性能 （雲の影響等） の研究開発 

・ハイパーセンサ ： 識別能力／高分解能化の研究開発 

・上記センサの宇宙実証，観測データベース構築 

 

(3) ミッションシステム （データ処理・伝送系） 

 

海外と比較して小型化／小電力化の観点で遅れており、安全保障ミッションの観点から

は国産品の性能向上が必要である。また、将来的にはGbps級の伝送能力を実現する小型の

光衛星間通信端末の開発が必要となる。 

 

・中央への直接データ伝送の必要性 （指揮権の規定 = 利用コンセプトの明確化） 
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(4) 総合システム 

 

現地部隊によるタスキング／情報収集を実行する際の課題として以下の2項目について

技術開発を行う必要がある。 

 

・衛星の自律化機能の強化 

・ユーザインタフェース （抽象的要求の具体的コマンド列への変換）の高度化 
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４．２ ロケットシステム 

 

４．２．１ 即応型ロケットに対する要求 

 

(1) 即応型ロケットの要件 

 

 即応型ロケットが必要となるのは、 

①常時観測をしている衛星群の寿命や故障に対する代替機の打ち上げを行う場合、 

②常時観測をしている衛星群の観測頻度を向上させるための衛星の追加を行う場合 

③常時観測の情報から、特定地域を短時間に集中的に観測を行う衛星を打上げる場合 

などが考えられる。これらの事態は、①は定常運用のミッション内容によるが1～2週間程

度での早めの対応、②は緊急度によるが数日での早急な対応、③は常時観察の観測頻度に

よるが数時間での早急な対応が求められると想定される。 

 

 これら即応性の要求に対しては、衛星とロケットの準備状況により打上げまでにかかる

時間は異なるにせよ、衛星、ロケットともに製造して保管しておくことになるため、即応

型ロケットの要件としては性能だけでなく、貯蔵性、整備性が求められる。 

 

(2) 即応型ロケットの形態 

 

 前述の通り、ロケットの燃料は性能（打ち上げ能力）だけでなく、貯蔵性、整備性など

の取扱い（運用）の条件の観点も即応性を実現する上で重要な設計項目のひとつである。

表4-8に固体ロケット、ハイブリッドロケット、液体ロケットの比較を示す。 

 

米国では、固体ロケットを使ったミノタウルスのような陸上発射システムの他、DARPA

がファルコンプログラムとして進めている固体ロケットを使った空中発射システム、LOX/

プロパンの液体ロケットを用いた空中発射システム、LOX/ケロシンを用いた陸上発射シス

テムなど、複数の即応型打上げシステムの開発を進めている段階であるが、現状即応型と

して運用されているのはミノタウルス中心である。 
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表 4-8 ロケットの形態の比較 

ロケットの形

態 

推進薬 比推力 貯蔵性 整備性 その他特性 適用例 即応型候

補 

固体 AP/HTPB 約 270

～300 

安定で推進薬を

充填状態で保管

が可能 

メンテナンス

フリーで燃料

充填作業不要

･火薬の取扱

規制あり 

 

PEGASUS 

MINOTAUR 

TAURUS 

○ 

米国では

主流 

ハイブリッド N2O/HTPB 約 250 燃料は安定で充

填状態で保管可

能 

･常温で扱い

が容易 

無毒、N2Oは

温室効果ｶﾞｽ

Space-Ship-1 △ 

LOX/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 約 280 同上 ･LOX充填要 無毒 CAMUI ○ 

液体 LOX/LH2 約 450 ･打上げ前に充

填が必要 

･LH2は極低

温、漏洩しや

すく、大気中

で高反応性 

 H-ⅡA 

DELTA-Ⅳ 

× 

LOX/ｹﾛｼﾝ 約 350 燃料は充填状態

で保管可 

･LOX充填要 無毒 FALCON、

Sprite 

○ 

LOX/ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 約？ 燃料は充填状態

で保管可 

･LOX充填要 無毒 Quick Reach ○ 

N2O/ｴﾀﾉｰﾙ 約 300 常温保管可  無毒、N2Oは

温室効果ｶﾞｽ

 △ 

NTO/UDMH 約 330 常温保管可  NTOは有毒 KOSMOS △ 

 

 ハイブリッドロケットの事例を図4-18及び図4-19に示す。 

 

① ハイブリッド推進薬の事例その1 

 

 無毒ハイブリッド推進系を用いて有人弾飛行、２週間以内の再打ち上げを達成。 

 

 

図 4-18 スペースシップ１ 
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② ハイブリッド推進薬の事例その2 

 

図 4-19 カムイロケット 

 

４．２．２ 各種打ち上げ方式の検討 

 

(1) 陸上発射システム 

 

① 即応型ロケットの候補  

世界で も多く用いられている打ち上げ方式であり、日本でもH-ⅡAをはじめ、M-Vの

後継機として計画されているJAXA殿の次期固体ロケットも本方式である。この次期固体ロ

ケットのコンセプトは図4-19-1、図 4-19-2に示すとおり、日本の即応型ロケットの候補

のひとつである。
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【有効性】

即応性の高い小型衛星打上げ手段の提供
固体ロケットの特徴である高い運用性、即応性のポテンシャルを最大限引き出した小型衛星打上げシ
ステムの実現により、災害発生時等の緊急対応打上げが可能になる。

技術蓄積を生かした短期間開発
　　固体ロケットの構成の簡素さとこれまでに蓄積された固体ロケット技術の活用により短期間での開発が
可能。

【概要】

即応型小型衛星打上げシステム
　　現在、JAXAにて研究が進められている次期固体ロケットを利用して、即応型小型衛星打上げシステム
を構築する。

 

図 4-19-1 次期固体ロケットの概要と有効性 

 

－開発の狙い

　　・世界トップレベルの運用性の実現

　　・小型衛星ユーザへの柔軟な対応

　　・基盤共通化による信頼性の確保

　　・欧米水準の打上げコストをターゲットとした低コスト化　

　　・固体ロケットシステム技術の維持・発展

－全段固体の３段式ロケット

　　・全備重量；約９０ｔｏｎ

　　・外径×全長；２.５ｍ×２４ｍ

－打上能力

　　・低軌道（ＬＥＯ）；１.３ｔｏｎ

　　・太陽同期軌道（ＳＳＯ)；０.５ｔｏｎ

－システム設計検討中（研究フェーズ）

次期固体ロケット（JAXA)

  

図 4-19-2 次期固体ロケットの仕様 
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② 固体ロケットシステムの特徴 

 

・即応性に優れる 

－液体ロケットは燃料充填作業を射点で行うために、ロケットを射点に移動後、設備と

の燃料／ガス充填ラインの結合や点検作業、燃料漏れの監視などが必要である。一方、固

体ロケットは瞬発性の高いメンテナンスフリーの固体モータや熱電池で構成されているた

め、即応性に優れている 

 

• 簡素で信頼性が高い 

－液体ロケットは複雑な配管やバルブで構成される燃料供給系やエンジン制御系など

点検項目が多い。一方、固体ロケットは固体モータ、姿勢制御用の固体ガスジェット、熱

電池など点検がいらない簡素で信頼性の高いシステムで構成されている 

 

• 保管貯蔵性が良い 

－固体燃料は安定で貯蔵性がよく、燃料を充填した状態で保管しておくことができるた

め、射点で燃料充填を行う必要がない 

 

• コンパクトで移動式発射が可能 

－固体燃料は密度が高く、小型ロケットに適しており、内之浦のような簡素でコンパク

トな射点設備での打ち上げが可能であると同時に、移動式発射へ対応し易い 

 

• 開発期間が短く、開発費が安い 

－固体モータは、サイズや推力などの要求変更に比較的容易に対応することができ、

適なシステムを短期間で安く開発することができる 

 

③ 陸上発射の運用構想（案） 

 

1) 全体シナリオ（案） 
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図 4-20 全体シナリオ 

 

2) 全体システム構成の例 

 

図 4-21 全体システム構成 
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④ 打ち上げ管制局 

 

・H‐ⅡA、M‐Vでは、射点近傍の局とダウンレンジ局を用いて打ち上げ管制を実施 

・即応型ロケットシステムでは打ち上げ自由度の確保を優先する場合、 

－射点近傍、及びダウンレンジに移動可能な局を準備する 

－衛星を利用したロケットモニタ 

－ロケットの自律化（GPS利用） 

などが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-22 打ち上げ管制局 

 

(2) 海上発射システム 

 

① 母船への要求 

 

・ロケットを輸送できること。 

・ロケットの打ち上げ環境に耐えること。 

・ロケットの燃料の貯蔵、輸送、充填ができること。 
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・ロケットの組み立てができること（大型重機搭載）。 

・ロケットの管制ができること（追尾レーダー、破壊コマンド送出）。 

・打ち上げオペレーション要員の食糧・住居環境があること。 

・ 大１ヶ月程度の期間、上記の要求を満たせること。 

 上記の要求と打ち上げロケットの規模で母船の規模が定まる。 

 

② 海上発射の運用例 

 

・Sea Launch 

－組み立て／指令船 

全長約200m幅 32.3m 総量 34000ｔ 定員240名 

－プラットフォーム 

大きさ約130m×70m  

総量 30000ｔ（海底油田掘削船を改修） 

－打ち上げロケット 

ZENIT-3SL（∅4.2m×60m 能力 GTO：約６ｔ） 

 

図 4-23 シーローンチ 

 

・SCOUTロケット（1964-1988）／サンマルコ射場 

－射点、管制施設 

ケニア沖合約５kmの石油掘削リリグ２基を射点、管制施設に改修。ロシアのSTAR－１

計画への適合性を検討している。 

－打ち上げロケット 

SCOUTシリーズ（∅1.2m×H22m 能力 LEO：約17kg） 
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図 4-24 SCOUT ロケット 

 

・Volna（SS-N-18）、Shtil（SS-N-23）ロケット／原子力潜水艦 

－ロケット 

大陸間弾道ミサイルを改修したロケット 

   Volna（∅1.8m×H12m 能力LEO：120kg） 

   Shtil（∅1.9m×H18m 能力LEO：400kg） 

 

－潜水艦 

   デルタⅢ級、デルタⅣ級潜水艦から打ち上げ 

   デルタⅢ級（全長155m×幅11.7m、総排水量19540ｔ） 

   デルタⅣ級（全167m×幅12.2m、総排水量22310ｔ） 

 

 

 

 

 

図4-25 潜水艦打ち上げ 
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③ 日本の船舶との比較 

  

特定用途の船 

・南極観測船／砕氷艦「しらせ」 

  全長：134m×幅：28.0m 

  基準排水量：11600ｔ   

定員：170名 

 

・地球深部探査船「ちきゅう」 

  全長：210.0m×幅：38.0m 

  国際総トン数：57987ｔ 

  定員：約150名（乗組員100名、研究者50名） 

 

・カーフェリー「はまなす」 

 全長：224.5m 

 総トン数：16810ｔ 

 乗客数：820名 

 

④ 自衛隊艦船 

 

・ヘリコプタ搭載護衛艦「ひゅうが」 

全長：197m×全幅：33m 

  基準排水量：13500ｔ 

 

・ミサイル護衛艦「きりしま」 

  全長：161m×全幅：21m 

  基準排水量：7250ｔ 

 

・輸送艦「くにさき」 

  全長：178.0m×幅：25.8m 

  基準排水量：8900ｔ 

 



 

１０９ 

⑤海底油田掘削機 

 

・NAGAI 

半潜水（セミサブ）型センターウェル式リグ 

全長：101m×全幅：67m 

 

・SAGADRIL‐2 

甲板昇降（ジャッキアップ）型リグ 

全長：59m×全幅：56m 

 

図 4-26 海底油田掘削機 

 

⑥ 打ち上げ軌道の例 

 

表 4-9 打ち上げ軌道 

 

特徴 太陽同期（SSO） 低軌道（LEO） コブラ
軌道高度/傾斜角 800km/98.6° 250km/（任意） 800km×27000km/63.4°
アクセス機会 1日1～2回 1日1～2回 1日1回

連続5分 連続5分 連続4時間
画像解像度 中 高 低
軌道の遷移 ほぼゼロ 1日に15分～30分ずつ早まる 1日5分ずつ早まる
（アクセス可能日時の変化）
適用 偵察/画像 偵察/画像 通信

備考
軌道面変更のキックステー
ジ/目標軌道面まで射点移動
が必要  

 

⑦ トレードオフ 

 

・固定型海上射点の方式トレードオフ 
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－海上射点方式 （自在性に勝る） 

ジャケット方式プラットフオーム 

ケーソン方式プラットフオーム  

ジャッキアップリグ（ SEP ）方式プラットフオーム  

－桟橋架橋方式 

固定桟橋 （ジャケット方式） 

固定桟橋（ケーソン方式） 

浮桟橋方式 

 

・移動型海上射点のトレードオフ 

－機体組立整備作業場所 

陸上組立整備 

海上組立整備 

－移動型海上射点船台 

セミサブ式 

バージ式 

－海上輸送手段トレードスタディ 

台船 

移動型海上射点 

 

表 4-10 射点トレードオフ 

CASE-1 セミサブ式 CASE-2 バージ式 固定桟橋（参考）

概要
石油掘削リグ船等に使用されるセミサブ
式海上射点とする。実績としてシーロン
チがある。

メガフロート上に海上射点を製作する。
海上射点としての実績は無いが、空港滑
走路（実験段階）としての実績あり。

○ △ ×
移動可能（自航可能） 移動可能（自航可能）。 移動不可能

ただし、動揺性能を満足させるために浮
体サイズが大きくなりすぎると移動が困
難になる。

△ ○ ◎
浮体であるため積載重量に上限がある。 浮体であるため、積載重量に上限があ

る。セミサブ式と比較して、同じデッキ
であれば、上限積載重量を大きくするこ
とは容易であり、コスト的にも安価であ
る。

海底固定型であるため、重量制限は浮体
式より大きい。

○ × ◎
動揺性能に優れるため、少ないデッキ面
積にする事が可能である。

動揺性能がセミサブに比べ劣る。セミサ
ブと同じ性能を確保するためには、浮体
サイズが非常に大きくなる。

海底に固定されているために動揺はほと
んと生じない。

○ △ ○
デッキ下部にフレームデフレクタを吊り
下げることが可能であり、デッキを支え
るコラム長さでデフレクタ深さに対応可
能である。

フレームデフレクタサイズ（深さ方向）
分、バージ式船台が厚くなり、船台が巨
大になる。

デッキ下部にフレームデフレクタを吊り
下げることが可能であり、デッキを支え
るコラム長さでデフレクタ深さに対応可
能である。

◎ ◎ △
浮体式であるため、水深は無限大に対応
可能である。

浮体式であるため、水深は無限大に対応
可能である。

500m程度までの水深に対応実績がある。
今回の検討条件（水深70m程度）に対し
ては充分対応可能。

コスト ○ × －

評価 ○ × －

水深

移動性

積載重量

動揺性能と浮体サイズ

フレームデフレクタ

 

ｾﾐサブ式船台
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 以上、セミサブ式が評価としては高い。 

 

⑧ 射点の検討 

 

フェアリング、燃焼を終了したステージ（2段式ロケットの1段目など）は海上に投棄

しながら飛行していく。打ち上げ地点としては、投棄物が定期航空路や陸地と干渉しない

場所を選択する。 

 

 

 

 

図 4-27 打ち上げ地点 
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移動型海上射点仕様（例） 

・全長： 108m  

・全幅： 78m 

・アッパーハル： L80m × B 60m  

・コラム本数： 4 本 

・オペレーション喫水： 23.0 m  

・位置制御方式：チェーン係留＋スラスタ（アシスト） 

・曳航：自航 

 

台船仕様台船仕様 

・全長 ：65.0om  

・垂線間長 ：60.0m 

・幅（型） 35.0m  

・深さ（型） 5.0ｍ 

・計画喫水（型）：2.2m 

・曳航：タグボートによる曳航   
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図 4-29 洋上発射フロー 

 

以上、海上発射のメリットとしては、以下があげられる。 

・公海上で発射する場合、陸地に対する飛行安全の制約は緩和できる。 

・打ち上げ軌道によっては、打ち上げ能力上有利な場所で打ち上げることが可能である。 

 

 デメリットとしては、以下があげられる。 

・ロケットを船舶に搭載し航行するため、固体ロケットの燃料などは火薬として危険物接

岸荷役許容量の制約を受ける可能性がある。 

・陸地から遠方で発射する場合、航行に時間を要し即応性の観点で制約になる可能性があ

る。 

・定期航空路と投棄物の落下域の干渉を回避できない場合には、ノータム申請などの手続

きに数ヶ月を要し、即応性の観点で制約となる。 

・安全上の制約から打ち上げ時には、母船から人員は退避する必要があると考える（管制

用の船と２隻以上必要）。 

 

海上発射とすることで、「確実に」、「早く」、「臨機応変な」打ち上げに対応可能と考え

られる。 

・機体への許容動揺制限を満足することは可能で、移動型海上射点がハードウェアとして

も地上と同等の条件での打ち上げが可能。 

・射場の規模としては、中型の液体ロケットとしては、地上設備と同等となると考えられ
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る。また、地形などによらず、標準的な射点が設計でき、複数射点に向いている。 

・運用面から考えると、移動型海上射点 大のメリットはその名の通り射点が移動可能で

あるということである。ただし、地上からの補給を考慮すると、地上外とのメリットは大

きいが、移動型、即応性としてのメリットは、運用により大きく異なる。 

 

(3) 空中発射システム 

 

 空中発射システムとしてLEOに 150kgを条件に検討を行う。 

 

 

図 4-30 空中発射システム構想 
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① ロケット追跡 

 

空中発射のいつでも何処でもの観点から地上局を使用しない運用を検討し、信頼性を確

認しつつ、順次衛星経由の追跡管制に切り替えを行う。 

 

 

② 技術及びコスト低減のための課題 

 

1) 空中発射に係わる技術課題 

 

・既存航空機を使用したロケット搭載 

・ロケット搭載航空機の飛行安定 

・航空機/ロケット分離機構 

・分離後の挙動 

・空中発射固有の安全基準 

 

2) コスト低減に係わる技術開発 

 

・GPSを利用したロケットの自律化 

・既存の衛星を利用したロケットの追跡 

・発射及び追跡管制の整備の簡素化 

・発射準備作業の期間短縮、省力化 
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・ロケットの軽量化 

・ロケット機体内配線のネットワーク 

・民生部品、産業機器等のロケットへの転用 

 

3) 各コスト構成に対するコスト低減要素 

 

・推進系：空中発射による推進系の効率化 

推進薬のコスト低減 

・構造系：軽量材料の適用 

・分離系：結合方式の簡素化 

・アビオニクス：民生部品、産業機器等の適用 

・ロケット整備：機器ネットワーク、自動診断機能 

・追跡管制：ロケットの自動化、衛星によるTLM送信 

・施設/設備：空中発射、自律化etc. 

 

③ 空中発射による打ち上げ能力比較 

 

即応性が高くコストメリットの大きい固体ロケットの3段式を適用、航空機情報につい

ては、類似システムの文献等から推定。 

 

表 4-10 地上発射と空中発射による速度損失 
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図 4-31 50トン級ロケットによる速度損失比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-32 亜音速と超音速分離の比較 
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④ 空港に関する検討 

 

1) 事例１ 

 

沖縄県宮古郡伊良部町、下地島空港 

 

・3000m滑走路の第３種空港でパイロット訓練に使用、年間1000時間から漸減（シミュレ

ータの発達） 

・空港施設はそのまま利用可能 

・下地島は大部分が県有地で新規施設建設等は容易 

・沖縄県では、本空港の新規利用方法を検討中 

・海岸に隣接 

・人員、器材等の輸送問題なし（宮古空港、長山港） 

・2012年には宮古島と伊良部島間に架橋（伊良部島と下地島は川を挟んで隣接） 

・種子島、内之浦からのロケット飛行経路に近い。 

・現地では民間利用は歓迎するが、米軍／自衛隊の利用は難しいとしている（民間活動に

自衛隊が協力する場合は利用は可能であるが、事前の充分な説明が必要） 

 

 

図 4-33 沖縄伊良部町 

 

2) 事例２ 

 

北海道広尾郡大樹町字美成169番地、多目的航空公園 

 

・1000m場外飛行場でJAXA等の試験に使用（USERS-REMの高空落下試験に利用） 

・防衛庁のエンジン試験設備が2006年完成（期限付） 

・大型機の離着陸には路面強度の向上、拡張が必要 
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・周辺は大樹町の所有と農地（拡張には、農地の他、2軒の民家の買収が必要） 

・海岸に隣接 

・米国のRocket Plane 社がサブオービタル観光のスペースポートとして検討中（ Rocket 

Plane/HASTIC と業務提携) 

・所有者の大樹町は古くからスペースポートに意欲 

・人員、器材等の輸送問題なし（とかち帯広、十勝港） 

 

 

図 4-34 北海道大樹町 

 

⑤ 法規制検討 

 

1) 宇宙法 

 

『宇宙条約』では、私企業の活動であっても、国家機関の活動と同一に扱い国家が対外

的に責任をもつと規定している。当事国は「許可及び継続的監督」により私企業が国際宇

宙法の基準に合致した活動を行わせる義務を有する。各国は、私企業が打ち上げを行うた

めの免許制度を規定する国内法を制定（ノルウェー、スウェーデン、米国、英国、南アフ

リカ、ロシア、ウクライナ、香港、オーストラリア、ブラジル、韓国、ベルギー、その他、

ドイツ、フランス、インドネシア等が法制定に向け活動中）。 

 

日本は行政組織法であるJAXA法に記載があるものの宇宙活動法ではない（JAXAのみの

記載、民間の規定なし）。このため民間を含めたJAXA以外の活動に対する、免許制度、第

三社賠償責任保険等に係わる国内法の整備が必要である。 

 

2) 宇宙環境の保護 
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国際機関間デブリ調整会議がまとめた「スペースデブリ低減ガイドライン」では、国際

的に法的拘束力はないが、規制化／ルール化に向けた動きがある。衛星軌道投入後のロケ

ット自身にも、ロケットの 終段（Breeze）のように、大気圏再突入等による、デブリ防

止処置の検討も今後必要となる。 

 

3) ミサイル技術拡散防止 

 

 ハーグ行動規範(HCOC)に基づき、事前発射通報、年次報告、射場視察等を推進。 

 

4) 航空機関連 

 

 空中発射運用につき抵触又はその恐れがある思われる条項として、爆発物輸送（ロケッ

トの輸送）について検討が必要である。また、発射母機となる航空機の機体改修について

は、耐空証明が必要となるが、外国で空中発射用に機体改修し、耐空証明書発行出来れば、

日本でのその機体の使用可能となると思われる。 

 

5) その他（航空法第、海上交通安全法） 

 

 一般的なロケットについてもあてはまる法規・手続きとしては、航空法第99条の2に該

当するNOTAM、海上交通安全法第30条, 第 31条に該当する工事・作業許可申請、水路通

報等がある。 

 

⑥ 空中発射システム技術戦略 

 

 現在の完全使い捨て型から、部分的再使用型を経て、再使用化率の向上を上げていくこ

とが求められる。 
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図 4-35 技術戦略ロードアップ 

 

(5)各種打上げ方式の比較 

各種打上げ方式（陸上、海上、空中発射システム）についてまとめたものを表4-11に

示す。各種打ち上げ方式はそれぞれメリット・デメリットがあり、衛星のミッション、運

用、開発／運用コストなどの諸条件を含めた議論が必要である。 

 総括すると、 

・ 陸上発射は、既存の射場では運用制約があり、維持費がかかるが、短時間での打

ち上げに対応可能である。 

・ 空中発射は、航空機への搭載・分離に関わる開発や法制度の整備が必要となるが、

運用制約が少なく即応型に適している。 

・ 海上発射は、即応性が若干おとるが、陸上発射の運用制約を解消することが可能

である。 

各種打上げ方式の性能比較として、3段式固体ロケットを想定した場合に、100kg～500kg

の極軌道衛星を打上げ可能なロケットの規模、打上げ方式を表4-12に示す。 
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表 4-11 各種発射方式の比較 

機動性 ○
打ち上げ可能な状態で保管すれば
短時間で打ち上げ可能

○
打ち上げ場所への短時間での移動が
可能

△
打ち上げ場所への移動に時間がか
かるが、運用で対応可能

耐候性 △ 悪天候下での打ち上げは困難 ○ 天候の影響を受けにくい ○ 悪天候を避けて打ち上げ可能

△

既存射点では発射方位の制限（南
に打てない）があり、極軌道打ち
上げでは打ち上げ能力が大幅に低
下する。既存射点では打ち上げ日
の制約がある（地元住民、漁民と
の合意事項）。

○

打ち上げ時期の制約が無く、打ち上
げ性能低下への影響が小さい 適な
場所を選択可能。打ち上げ時期の制
約を受けない公海上を選択可能。

○

同左

△
ロケット打ち上げ時の射圏安全
上、広大な射場が必要となる。 ○

母機が必要となるが、専用射場は不
要。 △

専用射場は必要ないが、専用の指
令船と発射（台）船が必要とな

○
既存技術を適用

△
航空機への搭載・分離、ロケット点
火、安全に関する新規技術開発が必
要。

○
揺動時の打ち上げに技術課題があ
るが、陸上発射に近いため新規技
術課題は少ない。

○
既存ロケットと同等

△
航空機への爆発物の搭載に制約があ
る。搭載方式によっては耐空証明の
取得が必要。

○
海上輸送は既存ロケットでも実
施。

台船等の大型化により、打ち上げ能力
への大きな制約は無し。

LEOへH2-A：10トン、M-ⅴ:1.8トン 母機L-1011でLEOへ450kg（ﾍﾟｶﾞｻｽﾛｹｯﾄ）
母機F-15クラス戦闘機でLEOへ150kg程度
（構想段階）

シーローンチ社、GTOへ6トン

開発課題

法制度

ロケットを大型化すれば打ち上げ能力
に大きな制約無し。

打ち上げ能力は、母機の制約を受ける。

打ち上げ能力

即応性

運用性

射場の規模

海上発射

台船もしくはリグなどを用いて、海面
上からロケットを打ち上げる方式。

項目　

システムの概要
航空機を使って上空でロケットを切り離
して打ち上げる方式。

通常の陸上打ち上げ射場より打ち上げ
る方式。

陸上発射 空中発射

 

 

表 4-12 各種打上げ方式の性能比較 

520　kg295　kg295 kg
LEO 250km

i=31°

280 kg140 kg－
SSO 500km

i=97.4°

全備

30トン級

ロケット

1140 kg680 kg680 kg
LEO 250km

i=31°
全備

50トン級

ロケット

60 kg150 kg105 kg70 kg不可不可
SSO 500km 
i=97.4°

C-130Mig-31F-15B-747

垂直発射垂直発射

軍用機民間機紀伊半島沖内之浦

打上げ条件

305 kg

60 kg

洋上発射

250 kg

60 kg

陸上発射

260 kg

高度17.5km

M=2.5

660 kg

145 kg

高度12km

M=0.8

高度10km

M=0.6

高度15km

M=1.5

195 kg

空中発射

SSO 500km 
i=97.4°

130 kg
LEO 250km

i=31°全備

9トン級

ロケット

打上げプラットフォーム

520　kg295　kg295 kg
LEO 250km

i=31°

280 kg140 kg－
SSO 500km

i=97.4°

全備

30トン級

ロケット

1140 kg680 kg680 kg
LEO 250km

i=31°
全備

50トン級

ロケット

60 kg150 kg105 kg70 kg不可不可
SSO 500km 
i=97.4°

C-130Mig-31F-15B-747

垂直発射垂直発射

軍用機民間機紀伊半島沖内之浦

打上げ条件

305 kg

60 kg

洋上発射

250 kg

60 kg

陸上発射

260 kg

高度17.5km

M=2.5

660 kg

145 kg

高度12km

M=0.8

高度10km

M=0.6

高度15km

M=1.5

195 kg

空中発射

SSO 500km 
i=97.4°

130 kg
LEO 250km

i=31°全備

9トン級

ロケット

打上げプラットフォーム

全備9トン級、及び全備50トン級ロケットの打ち上げ性能は、(財）機械システム振興協会「マイクロ衛星打ち
上げ用空中発射システムに関する調査研究」（平成19年3月）より引用

100～500kg級の極軌

道衛星に対応可能
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第５章 まとめ 

 

５．１ 日本版即応型宇宙システムの提案 

 

５．１．１ 世界の動向 

 

米国では、非対称戦と非常時における現地部隊指揮官の要求に即応するために即応型宇宙シ

ステムの構築を目指しており、DoDと DARPA（防衛高等研究計画局）がORS（Operationally 

Responsive Space）構想を発表している。コンセプトは、開発・配置・運用に係るタイムライ

ンの大幅縮小である。 

 

 世界の衛星開発動向は機能の標準化/単一ミッション化と小型化が主流となりつつある。従

来の打ち上げ能力強化と衛星の大型化重視に比べ、 近では小型で標準化/単一ミッション化

された低コストの衛星が欧米では重視されている。その所以は、複数のミッション機器相乗り

の大型衛星では一つの故障が全ての衛星機能を喪失する故障が多発し、それならばミッション

を単機能な小型衛星群に配分する考え方によるものと思われる。もちろん、大型衛星の調達は

小型衛星のそれよりも短くなるわけは無く、即応性においても不利となる。こういう背景にお

いて、世界の各衛星メーカは「小型化・標準化/単一ミッション化・短納期化」による低コス

ト衛星に注力しつつある。 

 

 一方、打ち上げロケットについてもこれに呼応するように小型衛星の即応打ち上げシステム

が注目されるようになり、小型であるがゆえに従来主流であった陸上発射に加え、海上・空中

発射という打ち上げプラットフォームの選択を含む検討や開発が進められている。 

 

５．１．２ 日本版即応型宇宙システム（提案） 

 

我が国としても世界動向に鑑み、即応型宇宙政策の技術的・商業的・利用的効果のためにも、

有事の際に必要な即応的地球観測衛星打ち上げシステムの構築をはじめとして、大規模自然災

害時に対応可能な宇宙インフラを整えられる環境をつくり、商業分野でも「低コスト」で「短

納期」による商業宇宙競争力の強化を図る必要がある。 

 

第 1章から第4章までの調査をもとに、委員会で検討したところ、日本版即応型宇宙システ
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ムを提案する。全体コンセプトを図5-1に示す。常時観測衛星（中～大型）と即応型観測衛星

（小型）の組み合わせによる相互補完を基本概念とする。 

 

日本版即応型宇宙システムの概案のひとつは、表5-1に示す常時観測を行う単一ミッション

衛星群の運用を前提とした案である。この場合は、即応型の打ち上げシステムは、衛星の寿命

や故障に対する代替機の打ち上げや観測頻度を更に向上させるための衛星を追加する役割を

担う。 

 

日本版即応型宇宙システムのもうひとつの概案は、表5-2に示す特定地域を短時間に集中的

に観測する軌道に衛星を打ち上げる場合である。 

安全保障分野において、これらの即応型宇宙システムの導入により期待される具体的効果は

以下のとおりである。 

 

・緊急事態対処へのアラート 

ミサイル技術の進歩・拡散に伴って弾道ミサイル発射の兆候がその直前にしか掴めない状況

で、従来の常時観測の中・大型衛星で十分に得ることができない高頻度・即時観測を確保する

ことにより、時間単位での緊急事態へのアラートを可能にする。 

 

・ミサイル防衛力の実効性の向上 

ミサイル防衛システムの導入により、ミサイルを迎撃できる力を持つことが可能になりつつ

あるが、想定される事態では地理的な配置から探知から迎撃にいたるまでの時間が短い。想定

されるミサイル発射基地やミサイルの発射情報を迅速かつ高頻度で観測することによりその

実行性をより一層高めることができる。 

 

・防衛作戦への貢献 

事態が発生してからでないと対応できない専守防衛を憲法で定められている日本の防衛に

おいて、時間単位で高頻度に想定される地域及び日本周辺の情報を取得できることは、事態発

生後の防衛作戦に大きく貢献できる。 

 

なお、ミッション要求を策定するにあたっては、今国会に提出されている宇宙基本法が制定

されたあとに設立が予定されている「宇宙開発戦略本部」の管轄のもとに、民間を主体とした

官民共同のシンクタンク組織である「宇宙総合研究所（仮称）」を設立し、その一部の機能と
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して、これらの宇宙システムの設計要求を検討することをあわせて提案する。これは、トップ

ダウンで承認できる強い権限を与えるとともに、コスト影響を正しく評価するため産業界から

の参加による官民共同のメンバー構成とするものである。 

 

 

図 5-1 全体コンセプト 

 

表 5-1 日本版即応型宇宙システム（提案1） 

想定ユーザ 防衛省 

拡張ユーザ（官） 警察庁、消防庁、農林水産省、国土交通省、環境省、等 

拡張ユーザ（民） 通信業、輸送用機器業、製造業、サービス業、大学、個人、等 

搭載ミッション 光学、赤外、SAR、電波方探、等のうち 1 衛星 1 ミッション 

分解能 空間分解能１ｍ程度 

東アジア上空を 24 時間監視することを満足する機数→24 機（20

分毎）、16 機（30 分）、1 機（24H） 

打上げ機数、等 

情報取得間隔 30 分以内 

衛星：1 年以下 

ロケット：1 年以下 

設計製造試験期間 

（設計期間は量産時想定） 

地上運用設備（運用手順準備等）：1 ヶ月以内 

打上げ手段 従来打上げ手段、航空機発射、海上発射、打上げ時期は任意 

打上げから運用開始まで 1 日以下 

艦艇、航空機、潜水艦、可搬局、秘匿性のある固定局 地上局 

（他衛星との通信も実施） （サブ）：大学、JAXA 新 GN 局、一般固定局、海外局 

運用期間 0.5～3 年目標 

その他必要設備 地上ネットワーク、高精度 M&S 解析装置、意思決定センタ 

コスト（量産時想定） 量産機として、衛星・ミッション・運用込みで一機 30 億円以下 
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表 5-2 日本版即応型宇宙システム（提案２） 

 

想定ユーザ 防衛省 

搭載ミッション 光学、赤外、SAR、等のうち1衛星 1ミッション 

分解能 1m以下（光学の場合） 

打上げ機数、等 1機 

設計製造試験期間 衛星・ロケットを整備状態で保管 

打上げ手段 ユーザ要求から30分以内で打上げ可能な即応型ロケット 

打上げから運用開始まで 2時間以内 

地上局 艦艇、航空機、潜水艦、可搬局、秘匿性のある固定局 

運用期間 数ヶ月 

その他必要設備 地上ネットワーク、高精度M&S解析装置、意思決定センタ 

コスト 量産機として、衛星・ミッション・運用込みで1機 30億円

以下 

 

 

５．２ 日本版即応型宇宙システム競争力強化の方策 

 

日本版即応型宇宙システムの競争力強化の方策として5.2.1～5.2.2に示す。 

 

即応型宇宙システムに関する検討は米国が も進んでおり、これが一つの参考となる。しか

し、我が国は防衛に対する基本的考え方、周辺国事情等米国とは状況が異なり、我が国に必要

な即応型宇宙システムは必ずしも米国と同一のものとはならない。そこで、諸外国の例も参考

にしつつ日本版即応型宇宙システムについて検討を行い、前項に示すシステム要求を設定した。

本提案をたたき台とし、日本に真に必要な即応型宇宙システムに関する議論を深めていくこと

が今後必要である。 

 

５．２．１ 低コスト化 

 

(1) 衛星システム 

・人員省力化 

－自動化（アビオ点検、打ち上げ管制、追跡管制、ヘルスモニタリング） 

－無線ネットワーク化によるハーネス削減 
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・固定費削減 

－GPSでトラッキングを代用 

（民間通信衛星活用の場合、コストアップになることに留意） 

 

・部品・材料費削減 

－民生部品活用 （ジャイロ、GPS、フライトコンピュータ、半導体部品等） 

－製法簡素化 （無毒二次推進系、フェアリング） 

－様式・材料変更 （段間接手、フェアリング） 

 

(2) ロケットシステム 

 

ミノタウルス、ポロドンなど海外の商業打ち上げ市場は ICBM 転用ロケットがコスト的にも

優位となる。それに比べて国内のロケットは、全体コストに占める人件費比率が高い。更なる

コスト低減には、マスレシオの向上、運用の効率化が不可欠であろう。 

 

 

打ち上げ頻度 5/年 25/年

基本ハードウエア 6.2Mドル 4.7Mドル

償却及びDD&E＊ 9.2Mドル 5.3Mドル

償却及びミッション支援 11.1Mドル 6.1Mドル  

図 5-2 OSC社が資産した小型ロケットの運用コスト構成（14Mドル） 

＊10年償却期間、DD&Eコストを150Mドルとする 

 

５．２．２ 短納期化 

 

(1) 衛星システム 

欧州では、イギリス（例：TOPSAT）、ドイツ（例：Small Geo）、フランス（例：ミリアド）
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を中心に、バスや構体をシリーズ化して使いまわすことにより短納期化を図る。米国では、

Operationally Responsive Space Modular Bus(ORSMB)を開発する。 

 

(2) ロケットシステム 

 

射場における作業、試験手順を分析し、簡素化することで短納期化を図る。空中発射システ

ムは航空機への搭載・分離に関する開発や法制度の整備が必要となるが、運用制約が少なく、

打ち上げ場所への短時間での移動が可能であり、即応型と言える。 

衛星、ロケットに共通する事項として、レビュープロセス（監督者による）の簡素化を行っ

ている。また、米国 ORS では、これまでの 95-99 アプローチではなく、20-80 アプローチを採

用する。これは従来の高い信頼性と性能を追求するのとは違い、80％の要求を従来の20％のコ

ストで追及するものである。この低コスト化とともに短納期化も図ることができる。 

 

５．３ 課題と今後の進め方 

 

５．３．１ 課題 

 

我が国の衛星、ロケットシステムの技術課題としては、以下が考えられる。 

・衛星の技術的検討課題 

  衛星の小型化、軽量化、低コスト化、短納期化に係る量産型衛星開発技術。 

・ロケットの技術的検討課題 

  打ち上げ準備期間の短縮、性能を維持しつつ製造コストダウンを図るために必要な各コン

ポーネントの標準化/単一ミッション化と中小型ロケットの開発促進。 

 

競争力の強化という観点で考えた場合、技術力の維持・向上は不可欠のものである。まず、

衛星、打ち上げシステムのそれぞれについて我が国の技術の現状を見た場合、以下のような状

況にある。 

 

(1) 衛星システム 

 

衛星の開発費、打ち上げ費が高コストであり、かつ、開発に数年を要することから、軌道上

において確実に動作し、ユーザへのサービスを途切れることなく提供しうることが、現在、衛
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星に強く求められる事項である。このため、特に商用衛星分野においては“ヘリテージ”（継

承）の有無が重要視されており、システム、搭載機器に関し、既に軌道上において確実に、か

つ、長期間動作した実績が衛星選定上の大きなポイントになっている。ヘリテージを有するシ

ステム、搭載機器の活用はローリスクではあるが、既存の設計結果の流用が基本となる。この

ため、技術的観点からは 新技術の活用による高機能化・低コスト化等が阻害されることにな

る。 

 

ヘリテージ重視の結果、ヘリテージの有るシステム・機器の改良・バージョンアップが鈍化

する（技術開発に○年、技術実証に○年、実用迄に○年等）、その結果、新規技術の実用化迄、

平均10年以上要することとなった。このため、宇宙産業自体のダイナミズムが失われつつあ

る。 

民生分野の進展、製造台数は宇宙分野を遥かに凌駕している。 

 

図 5-3 民生分野と宇宙分野の平均製造実情の比較 

出所：第5回 Responsive Space 会議 (2007年 5月) 

 

民生分野のダイナミズムを取り込むため、民生仕様、民生インタフェース、民生の低消費電

力、高性能デバイス活用が重要である。米国Responsive Spaceにおける、VMOC、IP化（イン

ターネット、ウェッブ技術）、Plug ＆ Play（PC技術）、モジュール化（PC技術）携帯電話等

の通信技術（移動通信技術）等の活用はその一例である。民生部品活用に、高機能電子部品を

含める（MPU等）。さらに、機能のSW化促進によるリカリングコスト削減を加える。 

米国ORSは既存の宇宙システムに民生分野の仕組み、考え方を導入、これによりDestructive
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な宇宙システムの構築を目指している。特に、標準的なアーキテクチャの活用、S/W活用が顕

著である。 

 

民生分野の仕組み導入のためには、スパイラル開発（ユーザ理解の前提）及び実用機数の確

保（標準化の前提）が求められる。スパイラル開発には、ステップバイステップの実証（デモ

ンストレーション）及び技術課題毎の着実な実証が必要である。また実用段階での即応型宇宙

システムの必要機数見極めが重要である。 

 

(2)ロケットシステム 

 

打ち上げシステムに関する技術の現状であるが、日本のロケット開発は1955年のペンシルロ

ケットの開発に始まり、約50年という比較的短い間に、国産大型ロケットH-ⅡA、惑星探査機

の打ち上げも可能な世界 大級の固体ロケットシステムM-Vを実現するまでに至り、その技術

は世界のトップクラスにある。その一方で、商業打ち上げ市場では価格競争力に課題があると

されており、継続的な低コスト化に対する取組みが行われている。 

 

今回検討した即応型打ち上げシステムについて考えた場合、優れた貯蔵性、構成のシンプル

さによる簡便な整備性、中小型におけるコスト優位性等から、固体ロケットシステムは即応型

打ち上げシステムにおける有力な候補と考えられる。前述のように、固体ロケットシステム技

術は性能、規模(大型化)の観点では世界トップレベルの技術水準に到達したが、コスト競争力

に課題があるとされている。また、即応型打ち上げシステムという観点では、打ち上げ準備期

間短縮等の運用性の改善が課題である。現時点では、固体ロケットシステム本来の即応性に関

するポテンシャルの高さを、十分に生かしたものとはなっていない。 

 

技術の維持・向上には開発機会の確保が不可欠であるが、固体ロケットシステムに関しては

M-V ロケットの開発/運用終了により開発機会が途絶えてしまっている。現在、JAXA にて今後

の小型衛星打ち上げ需要に応えるべく、次期固体ロケットの開発研究を実施中であるが、これ

が開発に移行し、固体ロケットシステム技術の維持・向上が図られることが期待される。 

 

各種打ち上げプラットフォーム（陸上、海上、空中発射システム）はそれぞれメリット・デ

メリットがあり、衛星のミッション、運用、開発／運用コストなどの諸条件を含めた議論が必

要である（表5-3）。 
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表5-3 打ち上げプラットフォームの比較 

機動性 ○
打ち上げ可能な状態で保管すれば
短時間で打ち上げ可能

○
打ち上げ場所への短時間での移動が
可能

△
打ち上げ場所への移動に時間がか
かるが、運用で対応可能

耐候性 △ 悪天候下での打ち上げは困難 ○ 天候の影響を受けにくい ○ 悪天候を避けて打ち上げ可能

△

既存射点では発射方位の制限（南
に打てない）があり、極軌道打ち
上げでは打ち上げ能力が大幅に低
下する。既存射点では打ち上げ日
の制約がある（地元住民、漁民と
の合意事項）。

○

打ち上げ時期の制約が無く、打ち上
げ性能低下への影響が小さい 適な
場所を選択可能。打ち上げ時期の制
約を受けない公海上を選択可能。

○

同左

△
ロケット打ち上げ時の射圏安全
上、広大な射場が必要となる。 ○

母機が必要となるが、専用射場は不
要。 △

専用射場は必要ないが、専用の指
令船と発射（台）船が必要とな

○
既存技術を適用

△
航空機への搭載・分離、ロケット点
火、安全に関する新規技術開発が必
要。

○
揺動時の打ち上げに技術課題があ
るが、陸上発射に近いため新規技
術課題は少ない。

○
既存ロケットと同等

△
航空機への爆発物の搭載に制約があ
る。搭載方式によっては耐空証明の
取得が必要。

○
海上輸送は既存ロケットでも実
施。

海上発射

台船もしくはリグなどを用いて、海面
上からロケットを打ち上げる方式。

項目　

システムの概要
航空機を使って上空でロケットを切り離
して打ち上げる方式。

通常の陸上打ち上げ射場より打ち上げ
る方式。

陸上発射 空中発射

開発課題

法制度

ロケットを大型化すれば打ち上げ能力
に大きな制約無し。

打ち上げ能力は、母機の制約を受ける。

打ち上げ能力

即応性

運用性

射場の規模

台船等の大型化により、打ち上げ能力
への大きな制約は無し。

LEOへH2-A：10トン、M-ⅴ:1.8トン 母機L-1011でLEOへ450kg（ﾍﾟｶﾞｻｽﾛｹｯﾄ）
母機F-15クラス戦闘機でLEOへ150kg程度
（構想段階）

シーローンチ社、GTOへ6トン

 

 

陸上発射は、既存の射場では運用制約があり、維持費がかかるが、短時間での打ち上げに対

応可能である。 

 

空中発射は、航空機への搭載・分離に関わる開発や法制度の整備が必要となるが、運用制約

が少なく即応型に適している。 

 

海上発射は、即応性が若干おとるが、陸上発射の運用制約を解消することが可能である。 

 

以上、述べてきたことより、即応型宇宙システムの競争力強化に関する技術的課題を整理

すると表5-4となる。 
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表5-4 即応型宇宙システムの競争力強化に関する課題 

課題 目的 備考 

小型化 低コスト化 

即応化 

・衛星の小型/軽量化によりロケットも含めた全

体システムを小型・低コスト化 

・小型化による取扱い性向上。準備期間短縮 

・機動性向上 

民生技術活用 低コスト化 ・民生部品活用による低コスト化 

・製造工程の簡素化・効率化 

・低コスト設計 

運用性向上 低コスト化 

即応化 

・自動点検等による打ち上げ準備作業期間の

短縮 

・衛星の軌道・姿勢確立の GPS 等を利用した自

律化による即応性向上 

空中発射 低コスト化 ・推進装置の一部再利用化となり、小型・低

コスト化ポテンシャル有り 

・日本で経験なく、開発要素は多い。 

  

上記の技術課題の解決(＝技術の維持・向上)に当っては、以下のことに留意して進めること

が必要である。 

 

1)段階的な開発 

確実な開発、適用技術陳腐化防止の観点から、難易度の高いものは、技術の維持・向上を図

りながら、段階的な開発を行っていくことが必要である。 

 

2)継続的な開発・実証機会の確保。 

ペーパーワークのみで技術の維持・向上を図るのは困難であり、継続的な開発・実証の機会

を確保することが重要である。 

 

開発・実証機会の確保の一方策として、即応型宇宙システムを実用ミッションに加えて、技

術実証ミッションに利用することも有効である。 

 

５．３．２ 今後の進め方 

 

宇宙システムを防衛分野で利用するに当たり、局地的な偵察等の衛星においては、対処が必

要になった時、即応的に衛星を製造し素早く打ち上げる必要がある。しかるに、我が国におい

ては、射場は漁業補償により打ち上げ時期が制約されている。従って、短期間で衛星を製造し、
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空中発射等で素早く打ち上げる即応型宇宙システムの構築が喫緊の課題である。 

 

平成 19 年度は、即応型宇宙システムの製造に係わる競争力強化に関する調査研究として、

①国の安全保障に関する宇宙政策の調査、②海外の類似システムの調査、③即応型宇宙システ

ムの設計･製造能力の方策の検討などの調査研究を実施し、即応小型衛星と空中発射システム

の設計／製造能力強化策を検討した。 

 

今後（平成 20 年度）は、我が国において防衛省が即応型宇宙システムを使うに当たり、更

なる検討が必要な、①小型即応衛星群を用いた連続的なデータ取得技術、②取得データを我が

国に送信するデータ中継技術、③素早く打ち上げるための射場技術（特に移動型／洋上発射基

地）などの「統合即応型宇宙システム」を構成する技術について早急に調査研究を実施し、設

計・製造能力を強化する必要がある。 

 




