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序章 調査研究の概要 

 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。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 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 適化と中小型ロケットの開発促進。 

 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検討する。 

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 

本報告書の作成にあたっては、以下の資料を使用している。 

・各国の宇宙政策文書 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で調査した欧米の産業支援政策資料 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で作成した各種宇宙産業データ 

・日本機械輸出組合のデータ 

・米国の国防総省並びに主要な人口衛星、ロケット、メーカ等とのインタビューと議論 

・米国、欧州の人工衛星、ロケットに関する統計データ 
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[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。 
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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 

 ４



・打上げの自在性が高く大幅な打上げ能力向上 

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 
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・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） 

・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。 

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 ○

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

得が必要。  
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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 

 

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 

  

 ７



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 

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。 

・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。 

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。 
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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
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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。 
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