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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、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一つと

して社団法人日本航空宇宙工業会に「統合即応型宇宙システムの設計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 21 年 3 月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 



  

はしがき 

 

 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り、従来の打上げ能力強化と

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。 

 我が国においては、平成 20 年 5 月 21 日に宇宙基本法が国会で成立したことにより、従

来の宇宙政策が「研究開発」から「宇宙利用」へと転換され、宇宙の平和利用の見直し（非

軍事から非侵略へ）により、防衛省がロケットや人工衛星などの宇宙インフラを自由に開

発し利用することが可能となった。宇宙システムを防衛分野で利用するにあたり、有事の

際に必要な即応的地球観測衛星打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るためには、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、ロケットの打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必要となる。 

 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、海外

の類似システム調査及び国内外の関連技術調査を行い、統合即応型宇宙システムの設計製

造能力強化に必要な次の事項について検討を行った。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素早く打上げるた

めの射場技術（移動型／洋上発射など） 

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 20 年度「統合即応型宇宙システムの設計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。 

 

平成 21 年 3 月 

社団法人 日本航空宇宙工業会 

会   長    森   郁 夫 
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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。特に、即応型小型衛星に関連

する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。また、衛星が軍事活動で重要な役割を果たしていることから、

自国の衛星の状況を正確に把握するとともに、デブリを含む宇宙飛翔体から自国の衛星を

守るために、宇宙状況把握・認識(SSA)が重要視されている。 

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。また、政府と民間企業が製造と運用を分担したり、民間との共同利用を

前提に政府が民間から資金を調達するなどの方式を採用している。 

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



 

 iii

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。 

１．６ 日本 

 2008 年に宇宙基本法が成立したことにより、従来の宇宙政策が「研究開発」から「宇宙

利用へと転換され、宇宙の平和利用の見直し（非軍事から非侵略へ）により、防衛省がロ

ケットや人工衛星などの宇宙インフラを開発し利用することが可能となった。防衛省にお

いても、宇宙開発利用に関する基本方針が検討された。防衛省では、既存の衛星（外国の

衛星、商用衛星を含む）を有効に活用しつつ、画像情報、電波情報、早期警戒、通信、測

位及び気象の各分野における宇宙利用を進めていく。 

 

第２章 海外の類似システム 

 

２．１ 米国 ORS プログラム 

 ORS プログラムの効果（目的）は以下の通り。 

 ・軌道上での不具合やあるいは敵による行為によって喪失された能力の早期的再構築 

 ・新しい要求に応える既存能力の改築 

 ・既存のシステムアーキテクチャにおけるギャップを埋める 

 ・従来の開発アプローチより早期に実現できる能力と技術の展開 

 ・タイムリーな新しい脅威あるいは要求への対応 

２．２ 連続的なデータ取得・データ中継技術 

 データ中継衛星の必要性としては、中低高度衛星が地上と直接通信できる時間 は 1 回

に数分から十数分（地上局による直接通信の可視範囲は約 4%）となるため、静止軌道上の

衛星を活用することにより、可視時間の向上／広い可視範囲の確保が可能であり、通信時

間を 1 回に 40 分程度確保することができる。この目的のため、静止軌道上のデータ中継

衛星または、通信衛星のステアリングアンテナ等の活用が想定される。 

２．３ ORS 運用技術（地上技術） 

 米国において地上運用管制を行う企業の概要、ビジネスモデル、今後の展開について調

査を行い、我が国の競争力強化検討の参考とした。 

２．４ ORS 運用技術（IMINT） 

 戦術的に即応性のある小型衛星と移動局（Mobile 式）より戦場にて利用可能な宇宙シス
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テムが提供できること、及び可搬式の地上システムから衛星（友好国衛星、商用衛星を含

む）に直接タスキング及びデータ受信を行い、ネットワーク環境を介して前戦のユーザ（利

用システム）に衛星画像を提供することを目標に米国では開発、一部運用中である。 

２．５ ロケット・衛星技術 

 米国では Darpa/USAF Falcon プログラムの Quick Reach SLV( Small Launch Vehicle)の

開発を Air Launch 社が進めてきている。 

 空中発射（Zoom-Maneuver）の胴下搭載式としては、実績として ASAT 実験（米、露）が

ある。その他、仏、イスラエル、中国で開発中である。背面搭載式としてはボーイングの

事例があるが、大幅な機体改修が必要である。垂直発射、機体内搭載式としては、打上げ

プラットフォーム（輸送機）を米、欧、露が開発中である。 

 小型ロケット開発における重要課題としては、下記の通り。 

 ・世界トップレベルのモータ高性能技術の反映 

 ・アビオニクスの小型・軽量化 

 ・シンプルな構造とユーザフレンドリー対応 

 ・機動射点システム構築（基盤整備） 

２．６ ペイロード技術 

 米国では TACSAT プログラムにおいてペイロード技術実証開発を進めている。即応性衛星

用として、簡易な載せ換えを前提とした装備品のような作り置きを目標としている。 

２．７ 射場 

 米国では東西に射場を配置し、ミッションにより打上げを使い分けている。打上げ期間

の制約はない。 

 

第３章 国内の ORS 技術 

 

３．１．連続的なデータ取得・データ中継技術 

光衛星間通信システムは ORS からのデータを連続受信し地上に送信する。特徴としては、

リアルタイムデータ通信、高速・大容量データ受信、衛星間通信端末の小型化である。 

３．２ ペイロード技術と運用技術 

 日本版 ORS における想定ミッション分析としては、一定の予見可能性を持つ安全保障ミ

ッションに対しては、他の観測手段 （定常監視衛星、UAV 等）との組み合わせによって有

効な観測が期待できる。 

 日本版 ORS に求められるシステム性能としては、 
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 ・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 （コマンド送信及びデータ受信）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 

３．３ 運用技術（地上技術）の事例 

スカパーJSAT 及び日本スペースイメージングが保有する通信放送、リモートセンシング

衛星の地上管制施設の運用の概要を記す。 

３．４ ロケット 

ORS に適用可能な保有技術及び設備としては、耐熱型軽量フェアリングに適用可能な保

有技術及び設備、ロケットモータに適用可能な保有技術及び設備 （2軸 TVC）、空中発射に

適用可能な保有技術及び設備等がある。 

３．５ 射場・管制施設 

JAXA 鹿児島宇宙センター及び内之浦宇宙空間観測所の調査結果を記す。 

 

第４章 我が国の競争力強化の方策と提案 

 

４．１ 世界のトレンド 

 衛星は、大型と中・小型への二極化へ向かっている。拡大する中型衛星市場への対応が

求められている。我が国における保有すべき安全保障衛星の内（SJAC 提案）、中型ロケッ

トの打上げ対象となる衛星は 14 機以上と見込める。 

４．２ 我が国の競争力強化の方策 

 光衛星間通信を用いた、観測データの高速・常時伝送の実現目標としては以下の通り。 

 ・ORS （100kg 級／300kg 級） ⇔ データ中継衛星 

 ・LEO コンステレーション ⇔ GEO （複数機） 間での Gbps 級通信  

 我が国における ORS ミッションの想定ニーズに基づき、有効な観測手段の整備をする必

要がある。 

 ・センサ種類：光学、SAR、ハイパー、赤外 

 ・分解能及び刈幅：高分解能タイプ（<1mGSD）、広観測幅タイプ（~100km） 

 現状の小型衛星搭載センサは搭載性（質量、電力）の観点から光学センサが中心である。

以下の施策が産業競争力強化に向け有効と考えられる。 
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(1)小型軽量な衛星用 Sバンド衛星間通信機器の開発、(2)光通信機器の活用。 

 地上システムに関しては、統合システムの単純化、ユーザインタフェースの高度化、可

搬型地上局、遠隔運用等が課題となる。 

４．３ 日本版即応型宇宙システム提案 

 衛星としては(1)小型高性能ペイロードの開発、(2) 容易なインテグレーションの仕組

みの確立、空中発射システムの技術課題としては以下の通りであり、研究開発と実証が求

められる。 

 ・投下方式の選定／システム試作／実証 

 ・ロケット初期姿勢安定化機構の確立  

 ・母機安全性の確保  

 ・機体への搭載システムや周辺機器の開発 

 即応型中型ロケットシステムへの要求事項としては下記の通り。 

 ・即応性（On-Demand） 

 ・自在性（Autonomy） 

 ・軌道投入への自在性（Any-Orbit） 

 ・セキュリティの確保 

 情報システムのあり方としては、早期警戒・即応型衛星等のミッション利用系として位

置付け、ミッション運用開始後に衛星追 跡管制系である衛星管制システムとの連携によ

り利用可能な地上システムとして位置づける。これは、衛星の技術情報等のインフォメー

ション、衛星画像等のインテリジェンス（IMINT、SIGINT 等）としての情報 、衛星画像等

のデータからなる情報のトータルシステムから構成される。 

４．４ 政策的課題と要望 

 我が国宇宙開発の政策的課題と要望については下記の通り。 

 ・国の政策としての長期ビジョンの策定と詳細化・具体化 

 ・継続的、段階的な開発シナリオの策定とその実行 

 ・国際競争力の観点での戦略立案 

 ・技術蓄積と人材の育成 

 ・中小企業が継続して事業に専念できる環境作り 

 ・産官学一体の開発体制の実現 
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第５章 まとめ 

 

５．１ 必要とされる技術要素 

 日本企業が競争力強化のために具備するべき技術力として、即応型宇宙システムの構築

には、打上げのためのロケット技術・衛星を小型化高性能化するための技術、地上でのデ

ータ集積・解析・運用管制技術、観測センサの技術開発と宇宙実証、ユーザインタフェー

スの高度化、統合システムの単純化による地上システムの効率化、情報システム処理技術

等を総合的に検討する必要がある。欧米の動向と比較して日本企業に不足していると考え

られる技術要素やコンセプトについて考察する。 

５．２ 宇宙（防衛）システムの開発の方向性 

 日本の ORS の意義を考えると、打上げ機数によるコスト競争力が課題である。 

米軍ＯＲＳの意義 日本ＯＲＳの意義（想定）

想定運用 主に有事／紛争諸国での軍事活動 ・専守防衛

・主に平時／平和維持

搭載ミッション
（ＯＲＳ衛星の目的）

・IMINT：偵察監視衛星の充足

・衛星通信回線の提供など

・IMINT：周辺域監視および安全保障の変化
に対応

・ PKO駐留域の通信回線

地上システム タクティカル運用・・・

・可搬式（マルチミッション運用）

・Mobile式（紛争域）

現状は戦略IMINT・・・

・可搬式（マルチミッション運用）の可能性

・PKOでMobile式を想定

即応競争力 ・ペイロードおよび衛星バスの技術規格
化（２５５の規格要求）

・ （部品の）汎用クラスに適用

→ＯＲＳ衛星

ＯＲＳ衛星・・・

・規格化による国際競争力⇒後発

可搬式（マルチミッション運用）・・・

・海外の電波法などの未経験分野あり

 

 ORS の要求に応える宇宙システムの開発の方向性（案）としては下表の通りである。 

①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

が進められている。我が国においても防衛省の「宇宙開発利用に関する基本方針（2009

年 1 月 15 日発表）にて NCW の必要性が述べられている。NCW という統合ネットワークシ

ステムの運用を目指すには、即応型の小型衛星の開発・利用と伴に、静止軌道での通信、

早期警戒、気象衛星等の中・大型衛星の役割の補完が求められる。 

②空中発射（戦闘機他）、地上発射（現有設備）の活用は、費用対効果にメリット大。 

③ミッション機器は、標準化・キット化で即応対応化が必要。 
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空中発射

地上発射

海上/海中発射

プラットフォーム 能力ロケット

戦闘機

輸送機

爆撃機

小型

小型

中型

射点

TEL

洋上リグ

ミサイル艦

ミサイル潜水艦

中型

中型

中型

大型/中型

マルチ

>1000kg、
小型も相乗り可

LEO、MEO、HEO、GTO

数100kg

160kg以下、LEO

160kg以下、LEO

40～70kg、LEO
～160kg、LEO

数100kg、LEO

数100kg、LEO

実績 評価

米、露

開発中

露（商用）

米、露、伊

開発中

米、露、日、
欧、ｲｽﾗｴ
ﾙ、印、中

米、露

米（ASAT）

民航改造専用機 小型 40～70kg、LEO 米（商用）

射場がﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
基本的に戦闘機ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝと同形態

発射高度により、与圧、ドア開閉機
構等見直し
防衛省で運用していないため、新規
調達となる

実績、能力ともに十分

地勢上ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな射場確保が困難

海上補給、保管が困難

大型ﾛｹｯﾄへの対応が困難

VLS搭載可能な大型潜水艦を
保有していない
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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

である。 

 

・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。 
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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

ステムの打上げ、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。 

 

近年、米国では宇宙状況把握（認識）（SSA:Space Situational Awareness）が重要視さ

れている。これは、衛星が米国の軍事活動で必要不可欠な重要な役割を果たしていること

から、自国の衛星の状況を正確に把握するとともに、デブリを含む宇宙飛翔物体による衝
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突や脅威となり得る衛星から自国の衛星を守るために、宇宙の状況を正確に把握しようと

するものである。米空軍では、従来からSSN(Space surveillance Network)という地上シス

テムによって低軌道及び静止軌道のデブリ及び宇宙機を監視しているが、さらに軌道上の

宇宙物体を監視するためのSBSS(Space Based Space Surveillance)衛星を配備する計画で

ある。 

 

米海軍はイージス艦から発射したSM-3ミサイルで大量のヒドラジン燃料を保有したま

ま制御不能となった偵察衛星を撃墜し、燃料タンクを太平洋上で安全に破壊したと発表し

た。制御不能になった偵察衛星は2006年末から通信不能となり、予定軌道高度よりも低い

高度を周回していた。有害なヒドラジン燃料を搭載したまま衛星が大気圏に再突入して燃

料タンクが地上へ落下する危険を回避し、同時に宇宙デブリの発生を避けるため、大気圏

突入前に撃破したと報じられている。これは、有害物質の消滅という目的であるが、中国

が2007年に行った、自国の気象衛星をミサイルにより破壊した実験を意識しての行動と考

えられている。 

 

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

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 

 

★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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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

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
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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。 

 

KH-11
KENNAN

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

100m

50m

10m

1m

KH-1
CORONA

KH-2
CORONA

KH-3/4
CORONA

10cm

KH-4A
CORONA

KH-4B
CORONA

KH-7
GAMBIT

KH-9
HEXAGON

ペアで運用

KH-8
GAMBIT

広い撮像範囲

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 
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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 年に打上げた。それ以来、2004 年に打上

げられた 終機を含め、計 22 機を運用してきた。2009 年打上げ予定の 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 
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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)。STSS は、低軌道(LEO)に配置され、赤外線センサを搭載して弾道ミサイ

ルの発射を探知し、ミッドコース段階のミサイル追跡を行い、迎撃・破壊を行う他システ

ムに情報を提供することを目的としたシステムである。STSS は、イージス艦、海上レーダ、

宇宙監視ネットワーク等とともに防衛システムを構成する。BMDO は現在 MDA(Missile 

Defense Agency)となっている。 

 

 

 

 

 

   

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

 

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 の長楕円軌道(HEO)センサである SBIRS-HEO の 1 機目が 2006

年 6 月に打上げられ、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

機目の打上げはSBIRS-High初号機と同じ2008年に予定されている。静止軌道(GEO)衛星は、

ロッキード・マーティンの衛星バスを採用し、赤外線ペイロードにはシュミット望遠鏡を

有し、データは Ka 帯と S 帯伝播により伝送される。 初の GEO 衛星は 2009 年に湯地上げ

られる予定であり、衛星寿命は 12 年とされている。軌道図 1-8 に早期警戒衛星の変遷を示

す。 
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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）。NPOESS

は、米国が 3 機、欧州気象衛星機構(EUMETSAT)が１機打上げる計画である。契約者は

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、打上げは 2009 年を予定している。 
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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。 

JSTARS 
Footprint

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

“SBR Swath”

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

“SBR Swath”

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

“SBR Swath”

Global Hawk 
Footprint

JSTARS 
Footprint

“SBR Swath”

Global Hawk 
Footprint

 

図 1-12 JSTARS・UAV と SBR のフットプリントの比較 
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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 

1990年 2005年 2008年 2013年

 

図 1-14 航行衛星の変遷 
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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 

 

(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たが、現在は、米軍事改革（トランスフォ

ーメーション）における通信アーキテクチャの中のグローバルな広帯域衛星通信システム

として位置づけられている。 初は WGS 1～3 の 3 機体制（BlockⅠ）で運用される計画で、

2007 年から打上げが開始されている。BlockⅠは、X 帯と Ka 帯を用いた 18 個の可変アンテ

ナビームにより、各ポイント間、マルチキャスト及びブロードキャストの通信を行う。通

信ペイロードの使用通信帯域は 4.5GHz 以上で通信速度は 2.1～3.6Gbps である。現在偵察
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機による諜報・監視・偵察ミッションの高速データ伝送のために RF バイパス機能を増強し

た BlockⅡの開発が進んでいる。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 が打上げられた。 

 

   

図 1-16 DSCS         図 1-17 WGS 

 

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。 

 

2007年～
1982～

2003年

現在
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(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 1-19 Milstar 2 

 

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 は、DOD における NCO の中核エレメントであり、戦術及び戦略上の作戦を

支援するグローバルな衛星ネットワーク通信システムである。TSAT は、防御性と生存性に

優れ、陸海空の移動体との通信、ならびに諜報・監視・偵察を行う無人偵察機(UAV)、航空

機及び宇宙機との間で大容量のネットワーク型の通信を行うことに特徴がある。また、戦

闘状況の把握と攻撃決定を短時間に行うために、戦場と司令部との間の情報の共有・交換

がほぼリアルタイムでできるように通信の高速化を図っている。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。 
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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・

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）。MUOS は、米

海軍が地上部隊・艦船・航空機等の移動体ユーザ向けの UHF 狭帯域通信衛星システムとし

て開発し、静止軌道上に 4 機の運用衛星と 1 機の予備衛星を配置する。MUOS は、従来の UHF

ペイロードに加えて、携帯電話で使用されている第三世代(3G)広帯域符号分割多重アクセ

ス（WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access）を新規に採用する。また、データ

速度を2.4Kbpsから38Kbpsまで変化できるなど従来のUFO衛星より大幅な通信性能の向上

を図っている。MUOS1 を 2010 年に、MUOS2 を 2011 年に打上げ予定であり、2014 年までに

は 4 機の衛星による運用が行われる予定である。 
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       図 1-21 UFO         図 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

に打上げ予定のレーダ式地球観測衛星 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
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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

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
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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

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。 

表 1-1 欧州における役割分担 



 

19 

 

 

(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、実証衛星の打上げ（2005

年 12 月に GIOVE-A が成功裏に打上げられた。GIOVE-B は 2007 年打上げ予定。）、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。 
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(5) 欧州軍事宇宙の今後 

 

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。 

 

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 
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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 

 

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
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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

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。 近、フランスでは、国家的宇宙プログラムでは CNES と企業

が共同開発した Myriade（小型衛星バス）と Proteus（中型衛星バス）を用いることを国の

方針として決定した。これにより、国は費用対効果を高めることができ、企業は標準バス

として国が利用することで、ある程度の安定需要が見込め、蓄積される実績を海外への販

売にセールスポイントとして使えるなどのメリットがある。 

 

(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
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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 年に打上

げられ、2B の打上げは 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 機打上げ予定だが、軍民両用という特徴を持っている。 
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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 を打上げ、レーダ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）を成功裏に打上げている。小型衛星 4 機から構成される EUSA を 2009 年に打上

げ予定であり、レーダやその他電波発信源のマッピンングの技術実証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

   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）の打上げが予定されている（図 1-35）。 
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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 System の契約形態（衛

星はドイツ連邦軍の所有となり、サービス提供を MilSat Services が行う）は、フランス

の Syracuse のように政府が所有・運用するという形態、そしてイギリスの Skynet 5 のよ

うに民間が衛星を調達し、政府にサービスを提供するという形態(PFI)の２つを検討した結

果、それらの利点が取り入れられた形態となった。Satcom BW 衛星は 2009 年から配備され

る予定である。 

 

(2) 偵察 

 

以前より計画していたレーダ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上げられた。打上げを含むプログラムコストは 2 億 9



 

27 

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

Contract for Implementation & Service Delivery

 

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 ISD ESA T : H ispasat(43% ), EA D S-CA SA  Espacio(15% ), IN D RA (7% ), IN SA (30% ) and SEN ER(5% )
X T A R: Loral Space &  Com munications(56% ), H ISD ESA T (44% )

X T A R-EU R

SPA IN SA T H ISD ESA T

X T A R 12 X -band

13 X -band
1   K a-band 5 X -band

1   K a-band
SM O D

8 X -band (X T A R-LA N T) U S, other allied governm ents

3.5 X -band SM O D

Satellite O perator CustomerT ransponders

7.5 X -band
X T A R-EU R

SPA IN SA T H ISD ESA T

X T A R 12 X -band

13 X -band
1   K a-band 5 X -band

1   K a-band
SM O D

8 X -band (X T A R-LA N T) U S, other allied governm ents

3.5 X -band SM O D

Satellite O perator CustomerT ransponders

7.5 X -band

 

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 年打上げの NATO 4A、1993 年打上げの 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上げてきた。この

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

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 



 

35 

１．５ アジア 

 

１．５．１ 中国 

 

中国における宇宙政策の基本方針については公開されていないが、米国やロシアの宇宙

プログラムを真似するのではなく、独自で新規衛星などを開発し、宇宙産業を育成し、世

界のマーケットに参入することを目標としている。中国の宇宙利用のポイントは、軍事利

用だけでなく、国家の経済及び威信を発展・維持するための包括的な国威高揚の手段とし

て利用する他、外交ツールとして利用することなども含めて考えているようである。 

 

中国は、欧州のガリレオ計画にも 20 億ドルを出資して、自国の安全保障にガリレオの

測位信号が確実に利用できるように配慮している。また、「北斗」という独自の測位衛星シ

ステムの建設にも着手し、2000 年から技術試験衛星の打上げを開始した。 終的には静止

軌道に 5 機、周回軌道に 30 機の測位衛星を打上げる計画を持っている。 

 

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 
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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。 

 

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。 
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       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。 

 

１．５．３ 韓国 

 

韓国では、2006 年 8 月に打上げられた 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。 
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図 1-55 COMS-1 

 

１．６ 日本 

 

 2008年に宇宙基本法が成立し、施行されたことを受け、宇宙開発利用に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために、内閣に宇宙開発戦略本部が設置されたが、現状では、

宇宙基本法以外に日本の宇宙政策として明確になっているものは存在していない。防衛省

においては、宇宙利用について色々と検討中であり、2009年1月に防衛省から宇宙開発利用

に関する基本方針が発表された。 

 

安全保障の観点では、近年の軍事科学技術の進展により、防衛力の整備に当たっては、

センサ、航空機、車両、艦船、通信、指揮・統制といった個々の装備品やシステムを有機

的に連接させること（ネットワーク化）により、装備品の集合体として 大限の能力を発

揮すること（システム化）が着目されている。このようなネットワーク化及び装備のシス

テム化にあたっては、いずれの国家の領域（領土、領海、領空）にも属さず、地表の地形

等の制約を受けない宇宙空間の特性を利用することが極めて有益であり、防衛分野におけ

る宇宙開発利用が不可欠であると認識されている。 

 

 防衛省・自衛隊の宇宙開発利用は、我が国の安全保障の基本政策との関係や、防衛力の

役割等を踏まえ、以下の点を考慮して推進することが重要とされている。 

・ 「専守防衛」という我が国の安全保障の基本政策との関係で言えば、情報優位の確立

は必須の課題である。 

・ 新たな安全保障環境の下で、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応など各種事態

において防衛力を効果的に運用するためには、各種事態の兆候を早期に探知し、収集

した各種情報を迅速に伝達・共有することが必要である。 

・ 本格的な侵略事態はもとより、新たな脅威や多様な事態に際し、自衛隊が迅速に対応
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するためには、平素から領海・領空とその周辺海空域を常時監視し、防衛に必要な情

報を収集・処理することが極めて重要である。 

・ 日米共同対処行動の円滑化や統合運用の強化の観点から、確実な指揮命令の伝達と迅

速な情報共有が重要である。 

・ 国際平和協力活動等海外に展開した部隊等の活動の円滑な実施のためには、活動地域

の情報収集や部隊間等における情報共有が適切になされることが必要である。 

 

１．６．１ 画像情報収集 

 

 防衛省においては、イコノス（光学）、TerraSAR-X（SAR）といった各種の高分解能商用

衛星を総合的に活用して情報収集に努めている。また、光学衛星及びSAR衛星からなる情報

収集衛星(IGS)は、安全保障や大規模災害等への対応等の危機管理のために、政府一体とな

って導入したものであり、防衛省としても、各種の情報分析に適切に活用している。防衛

省が利用している高分解能商用衛星については、コスト面、分解能に優れているが、適時

に必要な画像を取得できない場合が発生することも考えられる。IGSは性能向上があること

や、宇宙開発利用に関する施策を政府が一体となって総合的かつ計画的に推進することが

期待されていること等を踏まえ、IGSの機能強化をはじめとする画像情報収集機能の強化を

図ることが必要であり。米国においては、衛星の機能が突如失われる事態への対応や緊急

時に特定の地域を集中監視するために、能力が限定され短寿命であるが、打上げのための

準備期間を短縮できる即応型小型衛星を開発中であり、IGSを補完する観点から即応型小型

衛星の米国における開発動向や技術的可能性等を勘案しつつ、防衛省ニーズを踏まえ検討

することが必要である。 

 

 新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するためには、画像収集機能を有する衛星によ

って平素から我が国周辺地域等における軍事動向を把握し、各種事態の兆候を早期に察知

することが我が国の安全保障にとって極めて重要である。 

 

 また、陸域観測技術衛星(ALOS)等の民生用データの有効に関し、データ処理・検索シス

テム、データの管理体制や国の安全保障の観点から当該データの一般利用について配慮す

るべき事項については、政府全体として有機的な連携の下で対応する。 
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１．６．２ 電波情報収集 

 

 防衛省においては、我が国上空に飛来する軍事通信電波や各種兵器システムの発する電

波等の収集を行っているが、現状では、電波の特性から収集できる範囲が限定的である。

電波収集衛星については、常続的な調査・追跡が必要となることから、対象地域に対する

常時の情報収集体制を平素から確立する必要がある。 

 

 同機能を有する衛星については、防衛省として利用することの有効性について確認する

ため、まずは、他の代替手段との比較・役割分担・費用対効果当について十分な検討を行

った上で、技術的な可能性、収集可能な電波情報等について調査をおこなうことが必要あ

る。 

 

１．６．３ 早期警戒 

 

 我が国の弾道ミサイル防衛(BMD)システムは、我が国のレーダ網（地上及び艦船レーダ）

により、宇宙空間において我が国に飛来する弾道ミサイルを探知・追尾し、これを迎撃す

ることが可能である。一方、弾道ミサイルが発射された直後にこれを探知することが可能

となれば、一層効果的に対応することが可能となるため、我が国は米国から弾道ミサイル

の早期警戒情報を入手し、これを自衛隊の自動警戒管制システムに連接させることにより

BMDシステムの信頼性の向上に努めている。弾道ミサイルが発射された直後にこれを探知す

る早期警戒機能は、我が国が保有するFPS-5レーダ等のセンサ情報を補完する役割を果たす

ことから、BMDシステムの更なる信頼性の向上の観点から有意義である。 

 

 早期警戒情報は、BMDシステムによる対処のみならず、国民保護や情報収集の観点から関

係府省においても必要とされる情報である。更に、同機能を有する衛星は、高感度赤外線

センサの特性を利用して、山火事、火山活動、航空機事故等の災害監視、ロケットの打上

げ等の宇宙状況監視や情報収集にも有益である。 
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１．６．４ 通信 

 

 防衛省では、商用（汎用）の高速衛星通信サ－ビスにより、Ka、Ku帯（大容量通信）を

艦艇との通信、ヘリ映伝等に利用している。また、スーパーバード衛星のX帯（中容量通信）

は、防衛省専用として、艦艇、航空機等との通信に利用している。自衛隊の通信所要は、

一般社会における通信と同様に増大傾向にあり、高速移動体との通信を含む画像や映像等

の迅速な伝送が必要となっており、今後、通信所要を検討して上で、衛星通信機能の向上

を図る必要がある。 

 

 今後の衛星通信機能の向上の方法（汎用商用衛星および防衛専用衛星の利用、他省庁ま

たは民間との相乗り、民間事業者の能力活用）については、通信所要（覆域、容量、ネッ

トワークの統合化、抗たん性等）を明らかにしたうえで、利用の安定性、運用形態（統合

運用、国連平和協力活動）、ライフサイクルコストを含めた費用対効果等をも踏まえ、 適

な方法を検討する。 

 

１．６．５ 測位 

 

 衛星を利用した測位情報は、地上のインフラに頼らず、時間、場所を問わない測位が可

能であるため、航法、位置標定のみならず、目標に対する命中精度の向上、戦場認識・戦

場管理や時刻同期等にも活用可能である。自衛隊の各種装備品は、測位分野では米国のGPS

衛星のみを利用している。用途としては、位置標定、精密誘導、後方・飛行制御、時刻同

期等に利用している。特に高精度の位置情報を必要とする誘導弾等、米国で軍用に開発さ

れた装備品には軍用コードが、その他の装備品には民用コードが適用されている。現在、

米国は、民用コードの精度を下げる措置を停止しているため、民用コードについても軍用

コードと同等の精度が確保されている。 

 

 防衛省・自衛隊でも高精度の位置情報を必要とする誘導弾等の装備品は、軍用コードを

利用しており、米軍がこれを運用している限り特段の課題はない。 
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１．６．６ 気象 

 

 気象衛星は、国内外における舞台の各種行動及び任務に影響を与える気象情報を迅速か

つ間断なく収集することが可能な手段である。防衛省・自衛隊は国内外の気象衛星画像を

取得し、部隊運用に資する気象情報として活用している。現時点において、既存の気象衛

星及び防衛省・自衛隊が保有する地上の気象観測網から部隊運用上必要な気象情報は得ら

れているが、次期静止気象衛星（ひまわり 8 号・9 号）からも必要な情報が得られるよう

にする必要がある。 
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第２章 海外の類似システム 

 

２．１ 米国 ORS プログラム 

 

 ORS プログラムの起源は 2005 年の大統領の宇宙政策である。続く、2007 年、議会の防衛

予算承認委員会で決定された。以下の 4 点が基本的な決定要素である。 

 

・防衛宇宙予算への伸展する圧迫と、新しいビジネスモデルへの開発要求、これは即時的

に、より効率的に打上げが可能となる 

・“宇宙防御”（宇宙環境のモニタリング能力と米国の敵国からの宇宙資産：軍事・民事商

業を防御する）の増大する興味 

・世界的なテロリズムから発生する新宇宙ミッションの優先順位 

・技術の進歩が大型衛星より小型衛星の能力を可能にしたという認識 

 

 ORS プログラムの効果（目的）は以下の通り。 

・軌道上での不具合やあるいは敵による行為によって喪失された能力の早期的再構築 

・新しい要求に応える既存能力の改築 

・既存のシステムアーキテクチャにおけるギャップを埋める 

・従来の開発アプローチより早期に実現できる能力と技術の展開 

・タイムリーな新しい脅威あるいは要求への対応 

 

 即応的な宇宙能力のニーズに対応するため段階（Tier）的アプローチを採用している（図

2-1 参照）。 

 

・ティア１：”Employ It” オンデマンドで提供を可能とする新しい能力のために既存の

宇宙アセットを利用する革新的な方法を発見する 

・ティア２：”Launch/Deploy It “ 要求から数日から数週間の間で準備できる標準的な

衛星及びロケットの取得 

・ティア３：”Develop It” 数ヶ月から数年の間に、プロトタイプシステムを運用段階に

移行させる 
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図 2-1 スケジュール 

 

 近のトピックとしての ORS オフィスの活動は以下の通り。 

 

・空軍は plug and play 衛星の実証を行った。これは、標準バスを使用し、アセンブル、

リアルタイムインテグレーション、電気チェックアウトを 4 時間で可能にするペイロー

ドコンポーネントのシリーズを使用したものである。 

・衛星を 6 日で配備する実証を Jumpstar 衛星で行った。 

・空軍は Radarsat 2 データを購入し、いかにミッションニーズにマッチさせるか戦術ユー

ザに示した。 

・モジュラーオープンアーキテクチャーの開発：小型衛星の迅速な設計と開発を可能にす

るモジュラーアプローチのための“ミッションキット” 

・TACSAT3 では、既存の通信衛星に代替できる共通データリンク（現在、グローバルホー

クと U2 で使用中）の実証を行う。 

 

 2007 年実行予算は 42.131M、以下、見積りベースである。 

2008:  96.516M 

2009: 110.032M 

2010:  115.394M 

2011: 97.498M 

2012: 97.383M 

2013: 123.984M 
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２．２ 連続的なデータ取得・データ中継技術 

 

 データ中継衛星の必要性としては、中低高度衛星が地上と直接通信できる時間 は 1 回

に数分から十数分（地上局による直接通信の可視範囲は約 4%）となるため、静止軌道上の

衛星を活用することにより、可視時間の向上／広い可視範囲の確保が可能であり、通信時

間を 1 回に 40 分程度確保することができる。 

 

 この目的のため、静止軌道上のデータ中継衛星または、通信衛星のステアリングアンテ

ナ等の活用が想定される（我が国の DRTS（1 機）を活用した場合可視範囲は約 60%となる）

（図 2-2 参照）。 

 

 

図 2-2 データ中継衛星による可視範囲の拡大 

 

２．２．１ NASA、ESA のデータ中継衛星 

 

NASA.ESA のデータ中継衛星の概要は以下の通り。 

・NASA／TDRS (Tracking Data Relay Satellite) （図 2-3 参照） 

・9 機の TDRS を運用中 
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・衛星間通信回線は、S バンド，Ku バンド，Ka バンド( 新の３機のみ) 

・国際宇宙ステーション、スペースシャトル、各種周回衛星等の運用に利用 

・宇宙ネットワークの地上局はホワイトサンズ（2 局)及び、グアム島（1 局） 

 

 

図 2-3 TDRS の構成 

 

 また、第 2 世代の TDRS の特徴、構成を以下に示す。（図 2-4 参照） 

 

・第二世代の TDRS 衛星は旧 ヒューズ 社（現ボーイング社）が HS-601 をベースに設計／

製造。 

・衛星設計としては、上記の第一世代のコンセプトと類似しているが、衛星間信用のアン

テナ方式が異なる点が主要な相違点。具体的には、大型展開アンテナの方式を第一世代

のメッシュタイプからスプリングバック方式（CFRP 鏡面をワイヤで縛っておき軌道上

で開放するタイプ）に変更。 

・シングルアクセスアンテナの周波数共用が、第一世代の２周波（S 及び Ku）から３周波

（S、Ku 及び Ka）に拡大。 

・マルチプルアクセスアンテナ方式が変更。 
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図 2-4 第 2 世代 TDRS 

 

 ESA は ARTEMIS (Advanced Relay and Technology Mission)1 機を運用中である。 

・ S バンド、Ka バンド、及び光 衛星間通信回線 

・ 各種地球観測衛星等の運用に利用 

・ ESA の宇宙ネットワークのコアとなる 

 

 ユーザはヨーロッパ各地に設置されるユーザ地球局を利用してデータ中継衛星へ直接ア

クセスすることが可能である。 

 

２．３ ORS 運用技術（地上技術） 

 

２．３．１ 事例 1：Universal Space Network 社（カリフォルニア、米国） 

 

(1) 概要 

 

・宇宙飛行士であった（96 年にバイク事故で死亡）Pete Conrad によって 10 年前に設立さ

れた。約 40 名の小規模組織が低コスト可能の要因。 

・2008 年 2 月に Honeywell Data Lynx 社を買収した。この結果、アメリカには競争的同業

他社は存在せず、アメリカ 大の商業 TT&C 提供者である（世界ではノルウェーの KSAT
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がコンペティター）。 

・財務的には Warburg Pincus Equity Partners (キャピタルインベストメント)と Swedish 

Space Corporation から出資を受けている。 

 

(2) サービス内容と顧客ベース 

 

・USN は、衛星自体は保有せず衛星地上サービスを提供する。彼らが提供するサービスと

は、米国政府（NASA へ約 35％、DOD へ約 25％）及び商業／国際顧客（40％）である。 

・1997 年の創業以来、年間約 25％の率で急成長している。2006 年から 2007 年にかけて、

30％の成長を達成。2006 年の売上げは$10M。2008 年は$16M。2009 年は$25M の予定。 

・JAXA に対して、MV7 と MV8 プログラムをサポートした。トラッキングとダウンリンクデ

ータは USN により配信された。地上局は USN により所有され、オーストラリアにある。

これらのミッションは SSSAT と呼ばれる ISAS 用サブペイロードのように小さい。 

・世界中に地上局が存在する。いくつかは完全所有、いくつかは他オーナーからのリース

同意によるもの。Prioranet（図 2-5）は、USN 独自の地上局で、局あたりの投資が約＄5M

である。協同局は USN 独自ではないが、タイムシェアを基本にリースされている。 

 

 

図 2-5 PrioraNet 
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図 2-6 USN 社の世界ネットワーク 

 

(3) ビジネスモデル 

 

・USN が顧客に提供する特別価格とは何か？ それは 2 つある。計画のための非経常コス

トと衛星からのダウンロードデータのための経常コストである。単純なミッションであ

れば、打上げ前のエンジニアリングのための初期の非経常コストと一体化で約$75,000

である（JAXA の例）。もし顧客が、自身によって非経常コストをするのであれば、約

$250,000 かかる。1 つの例として、 近のスウェーデンミッションで新ミッションのた

めの非経常コストコストが$155,000 で、2 度目のミッションが$55,000 であった。 

・複合ミッションは、USN による非経常コストとしては、$1,000,000 で提供でき、ミッシ

ョンの複雑さによる。 

・軌道通過毎のダウンロードデータコストは約 1200～1500 ドルである。機械的なミッショ

ンでは、ダウンロードコストは契約あたり 300～500 ドルである。平均的には一日 20～

30 の衛星コンタクトで 350 ドル。 

・契約は、fee- for-service ベース。携帯電話のビジネスモデルと同様、多く使えば、安

くなる。 

・ も重要なのは、顧客が滅多に使用しない独自の地上局を建てることなく、費用を削減

できる事にある。 
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・USN が低価格であるその他の理由は、ソフトウェア使用によるオートメーションである。

ほとんどの局において、機械的メンテナンス以外では、設備は自動化され、無人である。

コントロールは、有人で 1 週間 7 日、1 日 24 時間体制のニューポートビーチ（カリフォ

ルニア州）やペンシルバニアのメインセンターにおいて遂行されている。1－2 名の 24H

シフトで実施。 

・次の要素が成長の起因である。 

 ①完璧な顧客サービスと満足感 

 ②低コスト 

 ③リピーター（ボーイング、ロラール、OSC、NASA 等） 

 ④Responsive－顧客要望に対する早いリアクション 

・将来の投資と成長においては、画像用リモートセンシング衛星と環境ミッションの市場

が存在する。これは、極軌道地上局で、より多くの容量を必要とする。 

・必要とされる新資本は、約 3,000～4,000 万ドルである。借入資金上エクイティ・ファイ

ナンスを好む。 

・同社の現在の市場シェアは巨大である－商業ミッションの上限 5Mb S バンドと上限 80Mb

の X バンドにおいては、No.1 サプライヤーである。 

 

 

図 2-7 地上設備と北極アンテナ 
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２．３．２ 事例 2：Integral Systems Inc（メリーランド、米国） 

 

(1) 会社概要 

 

・1982 年設立 

・従業員は 550 名（軍関係の業務に 450 名、商業分他は 100 名） 

・2008 年の売上は約 160M、利益は 18M 

・2009 年 4 月に現在、軍と商業関係の業務を別棟で行っているものを集約し、移転する（メ

リーランド州コロンビア） 

・クアラルンプールにアジアオフィスがあり、日本支社の設立も検討中。 

・日本にコンサルタント（藤本氏）、代理商社として兼松を置く。 

・子会社として、SAT Corporation（RF モニタリングシステムのリーディングインテグレ

ーター）、Newpoint Technologies, Inc（データコントロール・インターネット・放送・

通信及びハイブリッド地上ネットワークプロバイダー）、 Integral Systems Europe（欧

州支社）、RT Logic（Temetrix@はシグナルプロセシングのハードウェア）、Lumistar 社

（マルチパステレメトリシミュレーター：LS-18）を保有する。 

 

 

 

図 2-8 売上げと利益 

 

(2) 業務実績 

 

・商業地上管制運用者としては世界 大 

・世界の商業通信衛星の 50％の TT&C 業務を受注 

・約 250 の受注ミッションのうち、3/5 が GEO、2/5 が LEO 衛星である。 
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・売上の 8 割はソフトウェア、2 割がハードウェア 

・2007 年 9 月、Protostar1 衛星、2008 年４月、同衛星Ⅱのフルターンキーにおける衛星

管制業務を受注した。システム完成まで 8 ヶ月。8 ヶ月はゼロからの立ち上げの場合で、

衛星メーカからデータベース化に時間をもっとも要するのでデータベースを提供もら

えればさらに早くインストールすることができる。 

・JCSAT12（2009 年打上げ予定）の Epoch システムの upgrade を行う契約を 2008 年 6 月、

ロッキード・マーティン社と締結した。これは JCSAT-9,10,11 の支援の継続である。 

 

(3) 製品とサービス 

 

 Epoch IPS（Integrated Product Suite）：同社 大の売りの製品。衛星管制自動化ソフ

トウェアとして顧客にコスト減を提供する。構成は図 2-9 の通り。 

 

・衛星バスとしては、ボーイング 376、601、601HP、702(14 機)/702GEM、ロッキード・マ

ーティン 7000（6 機）、A2100（15 機）、A2100X、アルカテル SB2000、3000、オービタル

スター1、2（9 機）、スペースシステムズロラール FS1300（35 機）、FS3005、アストリウ

ムユーロスター2000、2000+、ノースロップ T330(AB-1200)、現在 MELLO と協議中。 

・単一衛星だけではなく、複数衛星バス、コンステレーションに対応できる。 

・LEO、GEO、深宇宙ミッションに対応。 

・以前はユニックスベースであったが、3 年前よりウィンドウズで作動する 

・OASYS:軌道制御ソフトウェア、Archive Manager: テレメトリデータの貯蓄、Task 

Initiator：オンラインとオフライン両方で使用できる自動化ソフト、より構成させる。 

 

 

 

図 2-9 Epoch IPS の構成 
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図 2-10 Epoch IPS のソフトウェア/ハードウェア構成 

 

(4) 統合されたグランドシステムの為のソリューション 

 

・商業的プログラムそして政府の為に、統合したグランドシステム解決法を提供する。 

・上述の Epoch、ペイロードマネジメント及びモニタリングする Monics、データプロセシ

ング及び RF ハードウェアを提供する Telemetrix、ネットワーク機器の Compass から構

成される。これにより下記の特徴を有する。 

  - 獲得と持続コストを削減する。 

  - プログラムスケジュールを削減する。 

  - プログラムのリスクを減少する。 

  - 開発費用をミッションの特定な機能に適用する。 

  - 競争を差別化する。 

 

 

図 2-11 衛星運用インフラストラクチャー 
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(5) コストと納期 

 

・台湾の Formsat の場合（6 機のコンステレーション）、設計からハード・ソフトのインス

トールまで約＄30Ｍ。MIL-STD を順守しなければ半分でできる。 

・標準として軍の場合は 12 ヶ月、商業の場合はその半分。 

・トレーニングと向上試験に多くの時間を要する。 

 

(6) プログラム事例：台湾 National Space Organization (NSPO) 

 

 1991 年 10 月、国家宇宙プログラムオフィスとして設立される。国家科学評議会は、2003

年に National Applied Research Laboratory を設立し、国家宇宙プログラムオフィスの

支配権を政府の下で変更した。2005 年 4 月 1 日、National Space Organization に名前を

変更した。 

 

1) NSPO グランドシステム（NGS） 

 

 

 

図 2-12 NGS 

 

2) FORMOSAT-1（ROCSAT-1） 

 

 1999 年 1 月 27 日に打上げられた、科学 LEO 衛星。5 年半のミッション終了。ATSI（現在

の HTSI）が、グランドシステムの主契約者だった（ネットワーク、オペレーション、スケ
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ジュールなどを提供）。ISI は、コマンド、コントロール、フライトダイナミクス、データ

ベース、データ解析、ベースバンドなどを提供した。 

 

3) FORMOSAT-2 

 

 上空の稲妻などを検知する為の、セカンドペイロードが付いている高画質の光学遠隔探

査衛星。2004 年 5 月 21 日打上げ。ISI は、NSPO グランドシステムを Multi-Mission ready 

system（MMC）へ改良した。 

 

 

図 2-13 FORMOSAT-2 のイメージデータ 

 

4) FORMOSAT-3（COSMIC) 

 

 グローバルな大気測定ネットワークを作る為の、6 機のマイクロ衛星コンステレーショ

ン。2006 年 4 月 15 日に打上げられた。Constellation Observing System for Meteorology, 

Ionosphere and Climate (COSMIC)とも知られている。ISI は、コンステレーション飛行の

為の Multi-Mission センター拡張を行った。 

 

２．３．３ 事例 3：Honeywell Technology Solutions Inc (HTSI)(メリーランド、米国) 

 

(1) 会社概要 

 

・ハネウェル全体の 2006 年売上は＄31.3B。内訳は、航空宇宙が＄11.1B と 大で、次い

で、自動・制御部門が＄11.0B、輸送システムが＄4.6B、特殊材料が＄4.6B となってい
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る。2007 年は＄34.6B。 

・HTSI は 50 年の歴史を有し、宇宙売上が 65％、その他、ロジスティックス、IT、技術サ

ービスである。売上は 702M（2007 年）。2008 年売予定は 900M。従業員は 4016 名。 

・1950 年に Bendix  Radio1 として創業し、93 年に AlliedSignal を買収し、2000 年に HTSI

となった。 

・現在、90 件の契約を履行中。 

・主契約 91％VS サブ 9％、政府契約 96％VS 国際 VS3.8％VS 商業 0.2％、民事：52％VS 軍

事 48％の割合。 

・宇宙地上システムは 1958 年以来、700 機の衛星に対応。 

 

 

 

図 2-14 HSTI の変遷 

 

(2) プログラム別内容 

 

1) NENS( Near Earth Network Services) 

 

・顧客：NASA ゴダード宇宙飛行センター 

・業務内容：トラッキングデータの取得、運用、保守、宇宙ネットワークの拡張 

・ロケーション：ゴダード（MD）、ホワイトサンズ（NM）、ワロップス（VA）、メリット島（FL） 

・チーム：GD、ボーイング、ハマーズ、ブーズアレンハミルトン、LJT、Universal Space Network、

SGT、Caelum Research 
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・契約期間：5 年（2003 年 10 月より 2008 年 10 月） 

・金額：＄185M 

 

2) MOMS(Mission Operation & Mission Support) 

 

・顧客：NASA ゴダード宇宙飛行センター 

・業務内容：LEO 及び深宇宙の 13 機の衛星のミッションコントロール、システムエンジニ

アリング、データ取得、NASCOM 通信支援、 

・契約金額：＄900M。5 年+1 年延長オプション 

 

 

図 2-15 MOMS 

 

3) SCNC(Satellite Control Network Contract)  

 

・顧客：空軍( Air Force Space Command Space and Missile Systems Center) 

・業務内容：18 ヶ所の地上コントロール施設（12 ヶ所が固定、2 ヶ所が移動型）のシステ

ム構築設計と改築 

・契約金額：＄1.5B（2002 年から 2016 年までの 15 年間） 

 

 

図 2-16 SCNS 
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4) GUTS( Global High Accuracy Trajectory Systems) 

 

・顧客：NASDA 

・業務内容：レーザーレンジングシステムの製造、データプロセシングソフトウェア、NEC

製レーザと Brasheaar1m テレスコープとのインテグレーション 

・契約金額：＄14M 

 

5) BMRST(Ballistic Missile Range Safety Technology) 

 

・顧客：National Guard 

・業務内容：移動型（トレーラー）の GPS ベースのレンジセイフティテレメトリシステム

の開発、2004 年に 初の RSTS（Range Safety and Telemestry System）を導入。 

・5.4 メートルアンテナの S バンドテレメトリデータ 

 

 

 

図 2-17 BMRST ミッション概要 

 

 

6) SCNC 移動可能トラッキングステーション 

 

・バックアップ操作:現在あるグランドステーションの電子機器とアンテナの為の、主要な

メンテナンス活動の間使用する代用品。 

・宇宙機との適合性テスト支援。 
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・サージサポート:遠隔地点にて、一時的に追跡容量を増強する。 

・2008 年に契約。 

・モジュラー型で COTS を採用。 

 

 

 

図 2-18 SCNC 

 

7) LEO-T グランドターミナル 

 完全に独立した遠隔操作可能なグランド･ステーション。TCP/IP 上の遠隔測定データと

完全な TT&C。S-バンドと X-バンドの 5 メートルのアンテナ。ジョンズ・ホプキンズの FUSE

宇宙機を支える初任務。ISI Epoch のソフトウェアを利用。1999 年に完成した。 

 

 

 

図 2-19  LEO-T 
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２．４ ORS 運用技術（IMINT） 

 

２．４．１ IMINT 概要 

 

 海外事例により地上システム（IMINT）から観た、ORS の考え方を整理する。 

 

観点 1：ORS 衛星／打上げの即応性のある運用 

 ・米空軍の例 

   -TacSat-3：次世代“プラグ・アンド・プレイ”衛星、ニアリアルタイム受信などの

運用実験機 

 ・米陸軍の例 

   -他国戦地で TacSat 利用（衛星通信）を前提にした運用試験 

 

観点 2：ORS 利用システムの即応性のある運用 

 ・マルチミッション運用 

 ・米軍等、他諸国（仏 EADS 社 Eagle Vision）の例 

 

(1) 観点１：米空軍 ORS 統合プログラム本部の例 

 

 戦術的に即応性のある小型衛星と移動局（Mobile 式）より戦場にて利用可能な宇宙シス

テムが提供できること。 
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図 2-20 米空軍 

 

(2) 観点１：米陸軍の例 

 

 通信困難な場面にて衛星打上げの即応性が確保でき、地上端末（Mobile 式）にて利用可

能なシステムが提供できること。 

 

 

図 2-21 米陸軍 
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(3) 観点 2：利用システムの即応性のある運用 

 

 可搬式の地上システムから衛星（友好国衛星、商用衛星を含む）に直接タスキング及び

データ受信を行い、ネットワーク環境を介して前戦のユーザ（利用システム）に衛星画像

を提供する。 

 

（出典：仏EADS社の製品「Intelligence Systems」サイトから検索 ）

（出典：「SMALL SATELLITE MULTIMISSION C2 FOR MAXIMUM EFFECT」
，Will Ivancic/US Army Space and Missile Defense Battle Lab ，他 NASA

やUS Naval Research Lab など共同著作）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

UK-DMC：United Kingdon-Disaster Monitoring Constellation・・・
ネットワークセントリックTT&Cを介しデモンストレート、宇宙の戦
術利用のTPPs（Tactics, Techniques and Procedures）を開発
→将来ORS衛星（TacSat）や他衛星を利用､地球観測衛星との
連携でNOAA等他機関や諸外国、JAXAもパートナー記述あり

ＶＭＯＣ：Ｖｉｒｔｕａｌ Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅｒ

 

図 2-22 運用コンセプト 

地上システム（TacSat）の例

出典 ：Tactical Satellite Acquision System
，米SeaSpace Corporation社

 

図 2-23 TacSat の例 
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地上システム（マルチミッション）例

（出典：「 STEP INTO THE SPOTLIGHT」，米ａｇｉ社）

 

図 2-24 マルチミッション例 

 

２．５ ロケット・衛星技術 

 

２．５．１ 空中発射 

 

 空中発射用プラットフォームと打上ロケット能力の関係を見ると、同一ペイロードを打

上げる場合は戦闘機の方が効率が高い。F-15 発射は L-1011 ペガサスの 5 倍の高効率であ

る。300kg を SSO に投入する場合のロケット重量は>30ｔ（地上発射）、17-25t（輸送機、

航空機)、<15ｔ（戦闘機）である。 
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戦闘機

航空機

輸送機

 

図 2-25 空中発射の効率性 

 

 米国では Darpa/USAF Falcon プログラムの Quick Reach SLV( Small Launch Vehicle)の

開発を Air Launch 社が進めてきている。 

 

(1)  Air Launch LLC 

 

・本社住所：5555 Lakeview Drive、Suite 201、Kirkland、 WA  98033、www.airlauchllc.com 

・2003 年に設立。シアトルに本社を置く（同地に本社を置くのはキスラーも含めて投資家

がいるというのが理由）。CEO は、Gary Hudson 氏。President は Debra Facktor Lepore。 

・スタッフ数は 25 名、内 10 名が本社、15 名がモハべオフィス（実験サイト） 

・ファルコンプログラムの目的は国家宇宙輸送政策の中で、即応型の小型ロケットを実証

することにある。 

・同社のパートナーは図 2-26 参照。 
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図 2-26 Air Launch 社のパートナー 
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1) Quick Reach について 

 

・24 時間以内に打上げ可能なロケットで価格は＄5M。 

・2 段式液体燃料推進により低軌道に 1000 ポンド（約 450Kg）の重量を打上げる。 

・長さ：66feet（約 20m）、直径：７feet(約 2m)、重量：72000 ポンド(約 32,400Kg) 

・高度 30000～35000feet（9,000m～10,500m）にて C-17 輸送機から切り離され打上げられ

る。当初打上げは NASA ワロップスより打上げられる。 

・ユーザとしては軍以外に、民事、商業顧客も含む。ハリケーン、森林火災等の複数ユー

ザにサービスを提供する（当初予定 2010 年）。 

・Air Launch 社はフェーズ 1 及び 2A、2B を請負額約＄30M で実施（予備設計であるフェー

ズ 2A は 4 社と契約、フェーズＢは１社のみ＄17.8M）。これは 2003 年に開始され、2005

年 10 月から 2007 年 4 月に 2B(Incremental Critical Design Review: I-CDR)を完了。 

・フェーズ 2C は 2007 年 6 月に開始された（請負額は約＄7.6M）。2008 年 11 月に完了した。

2C では LOX/VaPak 推進システム（Vapor Pressurization）に注力する。水平スタンドと

垂直スタンド両方の実験を行う。 

 

 

図 2-27 打上げシークエンス 

 

・t/LAD(Trapeze Lanyard Air Drop)は同社のパテントで、スケールコンポジットの飛行に

も使用され、実験も成功している。これは、飛行機から落とされた際は水平オリエンテ

ーションであるが、その後、飛行機下部において垂直にオリエンテーションされる。 
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        図 2-28 t/LAD システム構成要素  図 2-29 t/LAD Launch 

 

・ボーイング 747-200 はこの打上げに改良が可能であり、コストは＄15M。NASA エイムス

によると、高度 30000feet(約 9,000m)上空で、207000 ポンド(約 93,150kg)の重量を打

上げることが可能である。パスアングルは 20 度、速度はマッハ 0.6。 

・2007 年 11 月現在で 55 回のエンジン燃焼実験を行った。第二エンジンは水平スタンドで

50 回の燃焼試験を行った（合計 400 秒）、一方、垂直スタンドでは、5 回の燃焼試験を

行った（315.5 秒）。 

・C-17 から 3 回のドロップ試験を行っている（第一回は 2005 年 9 月、高度 6400feet(約

1,920m)から 50000 ポンド(約 22,500Kg)の重量を落下、第二回は 2006 年 6 月、高度

29500feet(約 8,850m)から 65000 ポンド(約 29,250kg)の重量を、第三回は 2006 年 7 月

に 32000feet（9,600m）からフルウェイトの 72000 ポンド(32,400kg)の同社がパテント

を持つ Gravity Air Launch ( GAL):の実証を行った。 

 

2) 地上打上げと空中打上げの違い 

 

・空中打上げの長所としては、第一に、高軌道から打上げるのでエアドラッグを軽減でき、

エンジン効率を上げることができること、第二に、どこにおいても即時的に、また、何

度でも、ランデブーができる（例：ISS には 45 分で行くことができる、地上では数日を

要する）ことである。一方、短所としては、飛行機の大きさによりロケットのサイズが

制限されることである。 
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3) 安全性について 

 

①飛行機でロケットを運ぶ場合、火薬などが原因で機内火災などの危険性はないのか？ま

た、それについての規制などは法で定められているのか？ 

→米国政府によって承認された非常に完全な安全解析を行った。軍用の航空機は絶えず固

体そして液体の燃料と推進剤を機内や機体外にのせ、航空燃料やロケットへの爆弾やミ

サイルと共に飛んでいる。それぞれのケースは異なるが、政府には従わなくてはならな

いそれぞれの規則がもちろんあるが、これは大きな問題ではない。 

 

②ロケットを機内から宇宙へ放り出すとき、飛行機のバランスが崩れそれが惨事には至ら

ないのか？ 

→ロケットのロールアウトは飛行機にとても小さな反応しか及ぼさない。DTA（Drop Test 

Article）が転がり出る時は、航空機のピッチ姿勢は空中投下の間 6 から 9 度増加する

が、元のピッチ姿勢に戻る。これは、高度空中投下構成で C-17A を失速させるのに必要

だった 17 度というピッチ姿勢を下回っている。 

 

図 2-30 Quick Reach の 初のドロップテスト 

 

  

 

      図 2-31 C17 機内の輸送保管  図 2-32 チェーンリリースシステム 
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 次にその他の世界の空中発射の事例を紹介する。 

 

(2) 空中発射（戦闘機） 

 

 戦闘機を使用した空中発射プラットフォームとして検討されている機体としては以下の

通りである。 

米 露 仏  

図 2-33 戦闘機 

 

 空中発射（Zoom-Maneuver）の胴下搭載式としては、実績としてASAT実験（米、露）があ

る。また仏、イスラエル、中国で開発中である。空中発射に適したプラットフォームであ

るF-15は、世界で、米国、日本、イスラエル、サウジアラビア、韓国のみが保有運用して

いる。 

・調達可能性：ロケット（開発、輸入）、プラットフォーム（保有（F-15)、小規模改修） 

・検討事例：米国 F-15Ｅ～100kg、LEO 

・搭載能力：>10ｔ 

・到達高度：30000ｍ 

・飛行速度：Mach2.5 

 

ASAT実験 （米国）  

    図 2-34 F-15 



 

70 

 

 イスラエルにおける F-15 利用はペイロード（75kg）、LEO（250km）である（図 2－35） 

１段にｽｸﾗﾑｼﾞｪｯﾄを使用し軽量化

 

図 2-35 空中発射（胴下搭載式） 

 

 同様の形式として、フランス・ロシアに事例がある。 

検討事例：フランス Rafale 脚の強固な艦載機を使用 ペイロード：50kg （LEO） 

搭載能力 10ｔ、到達高度 20000ｍ、飛行速度 Mach2.0 

 

Ｒａｆａｌｅ-Ｍ 艦載機

 

図 2-36 フランス①（ペイロード 50kg） 
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検討事例：フランス Rafale ペイロード：150-250kg (LEO(300km)、SSO(800km)) 

搭載能力 10ｔ、到達高度 20000ｍ、飛行速度 Mach2.0 

 

 

３胴型としてﾛｹｯﾄ長を短縮

増装ﾀﾝｸをﾛｹｯﾄに置き換え

 

図 2-37 フランス②（ペイロード 150～250kg） 

 

検討事例：露・カザフスタン Mig-31ｓ ペイロード：70kg-160kg (LEO(500km-200km)) 

搭載能力 40ｔ、到達高度 20000ｍ、飛行速度 Mach2.8 

 

図 2-38 ロシア・カザフスタン 
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空中発射の背面搭載式としては Boeing の事例があるが、背面搭載のための大幅な機体改修

が必要である。 

 

図 2-39 空中発射（背面搭載式） 

 

(3) 空中発射（航空機・輸送機） 

 

 空中発射の水平発射、翼下・胴下搭載式としては、500kg（LEO）マルチロンチ可、125kg

（GTO）が運用中である（調達可能性：打上ロケット、発射プラットフォームともに開発も

しくは輸入）。事例としてはペガサス（米)がある（２．５．２(1)参照）。 

小型衛星打上用Scoutﾛｹｯﾄの代替として
開発 (継続的な小型衛星打ち上げ需要
が存在）

B-52 L-1011

 

図 2-40 水平発射（翼下・胴下搭載式） 
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 空中発射の垂直発射、機体内搭載式としては、打上げプラットフォーム（輸送機）を米、

欧、露が開発中である（調達可能性：ロケット、打上げプラットフォーム共に開発もしく

は輸入）。前述の通り事例としてはクイックリーチ（米）がある（ロケット後部から射出）

（図 2-41）。 

 

 

図 2-41 垂直発射（機体内搭載式） 
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 また、ロシアでも開発中である（調達可能性：ロケット、打上げプラットフォーム共に

開発もしくは輸入、滑走路新設（3km 以上））。事例としてはアントノフ（露・ウクライナ）

がある（ロケット先端部から射出）。 

 

 

図 2-42 ロシアの開発事例 

 

２．５．２ 小型ロケット 

 

(1)  小型ロケットシステム 

 

 米 OSC 社のペガサスは世界トップレベルの小型ロケットである。 

  - 高性能（ペイロード比２％） 

  - 高精度（PBS 付オプション有） 

  - 高機動・運用性（空中発射） 

  - 衛星環境低減（制振機構オプション有） 

  - コストパフォーマンスは、次世代の ミノタウル（ミサイル転用）に劣る 
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図 2-43 ベガサス 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図2-44 ペガサスとミノタウル    図2-45 OSCの小型ロケット開発ロードマップ 

 

(2)  国内技術と世界との比較 

 

 即応型ロケットシステムで注力すべき技術要素と日本の現状を検討すると以下があげら

れる。 

・ロケットモータの高性能化 

  - 固体ロケットモータは世界トップレベルの技術を有する。 

・アビオニクスの小型・軽量・低電力化 

  - 国内は従来、大型ロケット用の開発がメインで、小型軽量化の必要が少なかった。 

・構造の高付加価値化 

ミノタウル 

固体 4 段式 

（陸上発射） 

ペガサス 

固体 3 段式 

（空中発射） 
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  - 標準的なレベルにあるが、ユーザフレンドリー化（制振機構等）を進める必要があ

る。 

・ 上段への PBS 搭載（高軌道投入精度化） 

  - PBS の開発実績はないが、RCS 等の共通技術要素を保有している。 

・機動射点（移動発射台、海上発射、空中発射等） 

  - 観測ロケット用の移動台車方式のランチャは実現されている。空中発射は調査研究

レベル。現状の打上げには多くの地上インフラ（発射管制・点検設備、地上局等）

を要している。 

 

 小型ロケット開発における重要課題としては以下の通り。 

 ・世界トップレベルのモータ高性能技術の反映 

 ・アビオニクスの小型・軽量化 

 ・シンプルな構造とユーザフレンドリー対応 

 ・機動射点システム構築（基盤整備） 

 

２．５．３ EELV 

 

(1) 米国 EELV 計画の目的 

 

 EELV 計画のミッション目標としては、米国宇宙産業と協力のもと、政府のミッションモ

デル(衛星計画)を満足し、打上げ費用を 25%削減する新しいロケットの開発することであ

る。 

 

 EELV 計画の目的としては、 

 ・米国ロケット産業の国際打上げ市場における競争力強化 

 ・ロケット開発/打上げ管理に係わる、政府リソース削減のための調達制度改革実施であ

り、 Atlas V、Delta IV を開発・運用中である。 
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図 2-46  EELV ミッション 

 

(2) EELV の運用要求 

 

 EELV の運用要求としては以下の通り、 

・基本年間打上げ回数(Basic Launch Rate) 

  - 年間 6 機の打上げを可能とすること(保守点検や打上げ遅れを考慮して) 

・弾力運用(Resilency) 

  - 継続実施可能な 大年間打上げ回数として定義(2 交代運用、打上げカウントダウン

時は 3 交代運用とすることを許容する) 

  - 基本年間打上げ回数に加えて 5 機の打上げを可能とすること(東海岸: 中型 2 機、大

型 1 機、西海岸: 中型 1 機、大型 1 機） 

・危機対応(Crisis Response) 

  - 2 ヶ月以内に 3 機(東海岸から 2 機、西海岸から 1 機)の打上げが可能なこと 

  - 6 ヶ月以内に通常スケジュールに復帰できること。 

・即応性(Responsiveness (Call Up)) 

  - 予定外の打上げ要請に対して、中型ロケットは 30 日以内、大型ロケット(HLV)は 60

日以内に打上げ可能なこと。 

・タイムライン/スケジュール確実性(Timeliness (Schedule Dependability)) 

  - EELV は打上げ 90 日前に設定した予定打上げ日から 10 日以上遅れることなく所定の

90%以上の確率で打上げウィンドウの中で打上げられること。 
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２．６ ペイロード技術 

 

 米国の代表的な即応衛星である TacSat 計画における技術実証ペイロードは表 2-１の通

りである。 

 

表 2-1 TacSat における技術実証ペイロード 

 
・移動体通信
・BFT（Blue
Force

Tracking)

・ハイパー
スペクトル
センサ

・可視(1m)
・RFペイロード

・可視(70m）
・赤外(850m)
・RFペイロード

ペイロード

・即応打上げ、
プラグアンドプ
レイ、モジュー
ル化等の
総まとめ的
ミッション
(計画中）

・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

・標準バス
(標準電子機

器）

・通信系
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Common Data 

Link 
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・低コスト
打上げシステム

・ネットワーク
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Protocol
Routing
Network   
(SIPRNET)

・VMOC
Virtual Mission 

Operation
Center

システム

TacSat5TacSat4TacSat3TacSat2TacSat1区分
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Tracking)

・ハイパー
スペクトル
センサ

・可視(1m)
・RFペイロード

・可視(70m）
・赤外(850m)
・RFペイロード

ペイロード

・即応打上げ、
プラグアンドプ
レイ、モジュー
ル化等の
総まとめ的
ミッション
(計画中）

・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

・標準バス
(標準電子機

器）

・通信系
CDL 
Common Data 

Link 

・小型衛星バス
・低コスト
打上げシステム

・ネットワーク
Secret Internet

Protocol
Routing
Network   
(SIPRNET)

・VMOC
Virtual Mission 

Operation
Center

システム

TacSat5TacSat4TacSat3TacSat2TacSat1区分

 

 

 また、表 2-1 の各技術実証ペイロード詳細を図 2-47、48 に示す。 

 ・ミッション定義から打上げまでの衛星製造を1年以内で終了
・衛星製造コストは＄9.3M+α
・Visible(70[m])、IR(850[m])のカメラを搭載し、国防総省のSecret IP 
Router Network (SIPRNet)を経由するwebベースの迅速なアクセス と
RF情報収集を行う。また、EP-3のような電子偵察機と協調するX-
missionを実施する。

衛星重量 125[kg]
消費電力 186[W]
寸法 直径1.016[m]×高さ0.508[m]
軌道 高度510[km]、軌道傾斜角52[deg]
打上げ 2007年4月（予定）

打上げ機 Space X Falcon

衛星重量 125[kg]
消費電力 186[W]
寸法 直径1.016[m]×高さ0.508[m]
軌道 高度510[km]、軌道傾斜角52[deg]
打上げ 2007年4月（予定）

打上げ機 Space X Falcon

衛星重量衛星重量 125[kg]125[kg]
消費電力消費電力 186[W]186[W]
寸法寸法 直径1.016[m]×高さ0.508[m]直径1.016[m]×高さ0.508[m]
軌道軌道 高度510[km]、軌道傾斜角52[deg]高度510[km]、軌道傾斜角52[deg]
打上げ打上げ 2007年4月（予定）2007年4月（予定）

打上げ機打上げ機 Space X FalconSpace X Falcon

TACSAT1TACSAT1

TACSAT2TACSAT2 ・AFRLのRoadrunnerの発展型
・CONOPSのデモンストレーション
・UHFリンクを持ちEP-3と協調したRF情報収集、イメージャ（GSDは1[m]
以下、パンクロバンド、マルチスペクトラルバンド）、8[GB]のオンボード
ストレージを搭載し、ダウンリンクデータレートは256[Mbps]である。そ
の他、高精度GPS機器等の実験機器を搭載している。

衛星重量 360[kg]以下

消費電力 550[W]以下

軌道 高度410[km]、軌道傾斜角40[deg]
打上げ 2006年11月（予定）

打上げ機 Minotaur I

衛星重量 360[kg]以下

消費電力 550[W]以下

軌道 高度410[km]、軌道傾斜角40[deg]
打上げ 2006年11月（予定）

打上げ機 Minotaur I

衛星重量衛星重量 360[kg]以下360[kg]以下

消費電力消費電力 550[W]以下550[W]以下

軌道軌道 高度410[km]、軌道傾斜角40[deg]高度410[km]、軌道傾斜角40[deg]
打上げ打上げ 2006年11月（予定）2006年11月（予定）

打上げ機打上げ機 Minotaur IMinotaur I
光学センサは既存メーカ見積りで12億円であった
が、天体望遠鏡メーカに協力を打診し、結果として2
億4千万円で製造

©20th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites  

図 2-47 技術実証ペイロードの詳細（その 1） 
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・ARTEMIS HSI (HyperSpectral Imager、 ＄18M、18ヶ月で製造) 搭載
・ダウンリンクデータレート274[Mbps]
・兵士からの要求を受けてから、地上ネットワークを介してTacSat-3で撮
像・処理したHSIの情報を10～30[min]以内に兵士に届ける

・各サブシステムをモジュール化した構成とした第一世代のモジュラーバ
スを採用。
・SpaceWireを採用、プラグ&プレイ機器により構成。

TACSAT3TACSAT3

TACSAT4TACSAT4 ・HEOを周回する衛星
・味方追尾（Blue Force Tracking、BFT）、や艦船や海上ブイを利用し
たデータ収集（Data-X）、また移動体通信（Comms on the Move、

COTM）ミッションとして音声・データ通信を可能とする。
・ 大利用数640のマルチユーザ対応、またワイドバンド通信を可能とし
ている。
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衛星重量 340[kg]以下（Bus:180[kg]、HIS:160[kg]）
消費電力 440[W]平均、1100[W] 大

寸法 直径1.3716[m]×高さ0.7112[m]
軌道 高度460[km]、軌道傾斜角41[deg]
打上げ 2007年10月（予定）

打上げ機 Minotaur I

衛星重量 340[kg]以下（Bus:180[kg]、HIS:160[kg]）
消費電力 440[W]平均、1100[W] 大

寸法 直径1.3716[m]×高さ0.7112[m]
軌道 高度460[km]、軌道傾斜角41[deg]
打上げ 2007年10月（予定）

打上げ機 Minotaur I

衛星重量衛星重量 340[kg]以下（Bus:180[kg]、HIS:160[kg]）340[kg]以下（Bus:180[kg]、HIS:160[kg]）
消費電力消費電力 440[W]平均、1100[W] 大440[W]平均、1100[W] 大

寸法寸法 直径1.3716[m]×高さ0.7112[m]直径1.3716[m]×高さ0.7112[m]
軌道軌道 高度460[km]、軌道傾斜角41[deg]高度460[km]、軌道傾斜角41[deg]
打上げ打上げ 2007年10月（予定）2007年10月（予定）

打上げ機打上げ機 Minotaur IMinotaur I

In-Theater
Full Capability

Ground
Terminal

Ground-Terminal
Packetizes, Configures, 
& Routes COMMS

• Multi-User BLOS COMMS w/ Legacy 
Radios (No Antenna Pointing)

• Voice and Data IP Wrapped & Netted 
• Configurable comms: point-to-point, 

multicast, broadcast
• BLOS Network Capability
• Expect ~10 channels 

Network 
Access

Network 
Access

Number of Users
Network use: 

a) 40-60 w/ Typical 16k radio   
(4-6 Users x10 channels)     

b) 320-640 w/ 56kbps mode    
(32-64 Users x10 channels) 

Voice use: Scenario Dependant
50-100 
(5-10 Users x10 channels)

In-Theater
Full Capability

Ground
Terminal

Ground-Terminal
Packetizes, Configures, 
& Routes COMMS

• Multi-User BLOS COMMS w/ Legacy 
Radios (No Antenna Pointing)

• Voice and Data IP Wrapped & Netted 
• Configurable comms: point-to-point, 

multicast, broadcast
• BLOS Network Capability
• Expect ~10 channels 

Network 
Access

Network 
Access

Number of Users
Network use: 

a) 40-60 w/ Typical 16k radio   
(4-6 Users x10 channels)     

b) 320-640 w/ 56kbps mode    
(32-64 Users x10 channels) 

Voice use: Scenario Dependant
50-100 
(5-10 Users x10 channels)

衛星重量 425[kg]以下

軌道 Low HEO（4hr）700[km]×12050[km]

打上げ 2008年4月（予定）

打上げ機 Minotaur IV

衛星重量 425[kg]以下

軌道 Low HEO（4hr）700[km]×12050[km]

打上げ 2008年4月（予定）

打上げ機 Minotaur IV

衛星重量衛星重量 425[kg]以下425[kg]以下

軌道軌道 Low HEO（4hr）700[km]×12050[km]Low HEO（4hr）700[km]×12050[km]

打上げ打上げ 2008年4月（予定）2008年4月（予定）

打上げ機打上げ機 Minotaur IVMinotaur IV

©20th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites  

図 2-48 技術実証ペイロードの詳細（その 2） 

 

 米国即応衛星用としては、簡易な載せ変えを前提としたペイロード開発を実施しており、

装備品のように、作り置きが前提となっている。 

 

 

 

図 2-49 即応衛星のペイロードのイメージ 
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２．７ 射場 

 

 米国の射場運用は下図の通り。各所で各種ロケットのエンジニアリング、アセンブリテ

スト、打上げを行っている。 

 

Vandenberg Air Force
Base (VAFB), CA

Atlas V – SLC-3
Delta II – SLC-2
Delta IV – SLC-6

Cape Canaveral
Air Force Station

(CCAFS), FL
Atlas V – SLC-41
Delta II –SLC-17A/B
Delta IV – SLC-37

Denver, CO
Atlas V Booster Fabrication, Assembly, and Test
Atlas V Centaur Assembly and Test
GX Booster Final Assembly and Test

Pueblo, CO
Delta II Storage

Decatur, AL
Delta II and IV
Fabrication,

Assembly, and
Test

Harlingen, TX
Atlas V and GX Mechanical Structures
Payload Fairing Fabrication and Assembly
Adapter Fabrication and Assembl

San Diego, CA
Atlas V Centaur Tank Fabrication
Atlas V Booster Fluid and Pneumatic Lines
GX Booster Tank Fabrication

Huntington Beach, CA
Delta Program Office
and Engineering

 

図 2-50 米国の射場位置 

 

 

図 2-51 SLC-3E（バンデンバーグ） 
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第３章 国内の ORS 技術 

 

３．１ 連続的なデータ取得・データ中継技術 

 

 世界のデータ中継衛星の軌道上配置を図 3-1 に示す。 

 

 

図 3-1 データ中継衛星の配置 

 

 我が国の DRTS（JAXA 開発）の概要を表 3-１に、外観を図 3-2 に示す。 

 

   表 3-1  DRTS の概要 

 

                        図 3-2  DRTS の外観 
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３．１．１ 光衛星間通信システム 

 

(1) 光衛星間通信システムの特徴 

 

1) リアルタイムデータ受信 

 

 ORS からのデータを連続受信し地上に送信する。 

・中継衛星 1 機で、約 30 分間の連続観測が可能（3 機の中継衛星で軌道一周回を全てカバ

ー） 

・中継衛星側で複数の光通信端末を装備することで、同時に複数の ORS データを中継＆送

信可能 

・複数の ORS からのデータ中継を次々に切り替える（ハンドオーバー） ことで、特定地点

のデータを連続的に取得可能 

 

2) 高速・大容量データ受信 

 

 目標性能として 2.5Gbps は 「だいち」搭載 X バンド通信機 （240Mbps） の 10 倍であ

り、下記センサデータのリアルタイム伝送に対応可能 

・超高分解能光学センサ （GSD10cm 級） 

・SAR センサ 

・ハイパースペクトルセンサ 

 

3) 衛星間通信端末の小型化 

 

 アンテナ、デバイスの小型化により、300kg 級小型衛星に搭載可能 

・光アンテナ径 ： φ0.1m 

・LEO 用端末質量 ： 25kg （目標） 

 

 全体システム構成を図 3-3 に示す。 
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データ中継衛星

・静止軌道

・衛星間リンク ： 光通信 （2.5Gbps）

・ダウンリンク ： Ka/Ku帯 （2.5Gbps）ORSコンステレーション

・低周回軌道

・観測センサ ： 光学，SAR，Hyper，赤外

・衛星間リンク ： 光通信 （2.5Gbps）

・ダウンリンク ： X帯 （0.8Gbps）

On-Sight観測

Oｆｆ-Sight観測

連続データ取得

LEO用光端末

GEO用光端末

2.5Gbps2.5Gbps

2.5Gbps

0.8Gbps

 

図 3-3 全体システム構成 

 

(2) 光衛星間通信装置 

データ中継用RF衛星間通信
ALOSの例

伝 送 速 度：２４０Mbps
アンテナ径 ：１.３ｍΦ
質 量 ： 約１５５kg
電 力 ： 約２３０W

光衛星間通信機器（光学部）の例

伝送速度： ２.５Gｂｐｓ ・・・10倍以上

アンテナ径： 0.１mφ ・・・ 1/10

質 量 ： 約２０ｋｇ ・・・・ 1/8

電 力 ： 約１５０W ・・・・ 1/1.5

RFアンテナ直径1.3ｍφ

大容量・小型・軽量・低電力化が可能

 

図 3-4 光衛星間通信装置 

 

(3) 光衛星間通信装置（開発目標） 

GEO用端末

Φ300、50Kg
2.5Gbps

LEO用端末

Φ100、15Kg
2.5Gbps

ベンチマーク

ALPHASAT端末

Φ300、65Kg、

１Gbps

TERASAR-X用端末

Φ100、25Kg
７．８Gbps

 

図 3-5 光衛星間通信装置（開発目標） 



 

85 

３．２ ペイロード技術と運用技術 

 

３．２．１ ペイロード技術 

 

(1) 日本版 ORS における想定ミッション分析 

 

 一定の予見可能性を持つ安全保障ミッションに対しては、他の観測手段 （定常監視衛星，

UAV 等）との組み合わせによって有効な観測が期待できる。 

 

表 3-2 想定ミッション 

ミッション 観測対象 対象地域＆
範囲

観測センサ／
分解能

準備

期間

運用期間 観測頻度 他手段

安全保障

島嶼防衛 部隊展開状況 （陸上，海上） 国内

□10km

可視／0.5m

赤外／5m

電波／1m

週～月 6～12ヶ月 1～4時間 UAV

航空機

弾道ミサイル

基地監視

発射準備状況 （陸上） 海外

□1km

可視／0.5m 1～3ヶ
月

3～6ヶ月 1～6時間 －

PKO活動支援 活動地域の周辺状況 （陸上） 海外

□50km

可視／0.5m

赤外／5m

3～6ヶ
月

6ヶ月～1
年

1～6時間 －

シーレーン

監視

不審船活動状況 （海上） 国内，海外

□100km

可視／5m

電波／5m

3～6ヶ
月

1年以上

（定常）

1～6時間 国内：航空機

海外：－

定常監視衛星との組合せ／補完
による観測手段追加，頻度向上
定常監視衛星との組合せ／補完
による観測手段追加，頻度向上
定常監視衛星との組合せ／補完
による観測手段追加，頻度向上

 

 数週間前の予見可能性が低い自然災害ミッションに対しては、ORS の有効な活用は困難

である。 

ミッション 観測対象 対象地域＆
範囲

観測センサ／
分解能

準備

期間

運用期間 観測頻度 他手段

自然災害

地震 家屋倒壊／土砂崩れ／交通路
損壊状況 （陸上）

国内，海外

□100km

可視／2.5m

電波／2.5m

1日以
内

週～1ヶ月 1～4時間 定常監視衛
星

国内，海外

□10km

可視／0.5m

電波／1m

1日以
内

週～1ヶ月 1～2時間 国内：航空機

海外：－

風水害 河川氾濫／土砂崩れ／交通路

損壊状況 （陸上）
国内，海外

□100km

可視／5m

電波／5m

1日以
内

週～1ヶ月 1～4時間 定常監視衛
星

国内，海外

□10km

可視／0.5m

電波／1m

1日以
内

週～1ヶ月 1～2時間 国内：航空機

海外：－

噴火 溶岩流／交通路損壊状況 （陸
上）

国内，海外

□100km

可視／5m

赤外／5m

日～週 1～3ヶ月 4～6時間 定常監視衛
星

国内，海外

□10km

可視／1m 日～週 1～3ヶ月 1～2時間 国内：航空機

海外：－

森林火災 火災地域 （陸上） 国内，海外

□100km

可視／5m

赤外／5m

日～週 週～1ヶ月 4～6時間 定常監視衛
星

国内，海外

□10km

可視／1m 日～週 週～1ヶ月 1～2時間 国内：航空機

海外：－
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(2) 日本版 ORS に求められるシステム性能 

 

・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 

 

(3) 300kg 級バスにて実現可能なミッション候補 

 

ミッションペイロード

各種センサ
ミッション

データ処理系
高速伝送系

光学 SAR 赤外 ハイパー

ペイロード搭載パネル

（標準インタフェース）

標準バスモジュール

光学センサ搭載 ハイパーセンサ搭載SAR搭載

項目 諸元

ミッション

標準インタフェースにより下記の
ミッションに対応
・光学センサ
・電波センサ（SAR）

・赤外センサ
・ハイパースペクトルセンサ

質量

・衛星バス 200 kg
・ミッション 大 200 kg
・推薬 40 kg
<TOTAL> 大 440 kg 

電力

・衛星バス 200 W
・Mission 大 300 W
<TOTAL> 500 W

Size ・バス構体 0.95 x 0.95 x 0.95m

寿命
ノミナル 2年

大 5年

赤外センサ搭載  

図 3-6 ミッション候補 
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(4) ミッションセンサ概要 

 

表 3-3 ミッションセンサ概要 

光学センサ ＳＡＲセンサ 赤外センサ ハイパーセンサ

タイプ
高分解能パンクロ／

マルチ一体型
Ｘバンドパラボラ

熱赤外 （TIR）
～短波長赤外（SWIR）

ハイパー／マルチ一体型

観測対象

（安全保障用途）

・ 部隊展開状況 （昼間）
・ 施設稼動状況 （昼間）

・大型構造物 （昼夜間）
・地形変化 （昼夜間）
・不審船監視 （昼夜間）

・施設稼動状況(昼夜間)
・不審船監視 （昼夜間）

・ 大気 （汚染，ガス）
・ 植生
・ 水，土壌
・ 表面塗装，材質

本体質量

消費電力

サイズ

150 kg
300 w

1.8 x 1 x 1 m
開口径 φ60 cm

200 kg
500 w （peak）

パラボラ径 Φ3m
焦点距離 1.8m

200 kg
400 w （peak）
1 x 1 x 0.8 m

150 kg
350 w （peak）
1.3 x 1 x 1.8 m
開口径 φ50 cm

空間分解能 （GSD）
パンクロ ： 0.5 m
マルチ ： 2 m

ワイドモード ： 5 m
スポットモード ： 1 m

5～10 m （目標）
温度分解能 0.1deg

ハイパー ： 20 m
マルチ ： 5 m

刈り幅 10 km
ワイドモード ： 100 km
スポットモード ： 10 km

10～50 km （目標）
ハイパー ： 20 km
マルチ ： 100 km

観測バンド

パンクロ ：
0.42～0.86μm
マルチ ：
0.42～0.86μm／4バンド

Xバンド
8～12μm （TIR）

対象物温度 30～150℃

ハイパー （VNIR）：
400～950nm／55バンド
ハイパー （SWIR）：
950～2500nm/130バンド
マルチ：
420～890nm／4バンド

 

 

３．２．２ ORS 運用コンセプト（高いユーザビリティの実現） 

 

固定局運用システム

ORS
コンステレーション

ミッション運用システム／追跡管制システムを

意識することなく ユーザ要求・コマンディング～
プロダクツ入手までを一貫して簡便に実施可能

総合システム機能再配分，衛星自律機能

の高度化による地上系システム負担軽減

および 設備の小型化

衛星自律機能の
高度化

利用ユーザ利用ユーザ利用ユーザ

ミッション運用管理設備(MMO)
ユーザ要求の取り纏め

観測計画の立案

バスHK運用との調整

搭載DR管理

衛星運用管制システム(SMACS)
観測計画と運用制約の整合

衛星運用計画作成

コマンド生成

バスHK運用の実施

セントラル情報システム

時刻，軌道情報

観測データ

データ処理・評価設備

補正，加工処理

軌道力学／軌道決定システム
軌道決定（レンジング）

軌道情報（予測）作成

軌道制御計画作成

ミッションデータ受信設備

データ受信，復調

クイックルック作成

地上ネットワークシステム
局管制，ネットワーク通信

送受信，レンジング

観測オーダデスク

観測要求プロダクツ
提供

ミッション運用システム 追跡管制システム

摺り合せ

人手と時間が必要

固定局 固定局

ユーザ要求の具体化
撮像位置

センサ種類

撮像条件

撮像パス （時刻）

ユーザに必要な機能を全て
“オールインワン”で実現

(利用者コマンド機能も含めて)

現状（従来型）運用システム

可搬型運用システム

・衛星自律化機能の高度化に対応した
スリム化により“オールインワン”を実現

・グローバルかつ適時・適切な情報収集
ならびに分析が可能

 

図 3-7  ORS 運用コンセプト 
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３．２．３ ORS 運用システム構成 

 

TTC
送受信

データ処理・
検証評価・
アーカイブ

衛星
運用管制

データ処理

軌道力学／
軌道決定

運用計画立案
（HK/観測）

アーカイバ

ユーザ管理
データ配信

ﾐｯｼｮﾝRAWﾃﾞｰﾀTLM&CMD

軌道・制約条件、
可視解析

運用計画

軌道情報

R&RR

処理結果
観測
要求 処理データ

CMD
ﾐｯｼｮﾝRAWﾃﾞｰﾀ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

CMD
（アップリンク） HKテレメトリ＆

ミッションデータ
（ダウンリンク） ミッションデータ

（ダウンリンク）

CMD（ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ）

衛星管制用
固定局

軌道情報

運用端末

ミッションデータ受信＆
コマンド送信

画像利用ユーザ群

ミッション
データ受信

汎用／小型化
「場所の制約からの解放」

観測
要求
CMD

衛星追管（HK）運用からの独
立による
「シャッターコントロール権」

高度な自動自律化機能
- 自己安全化
- 自律撮像運用

擬似コマンドレス運用によ
る 「運用の省力化」
- 自動リンク＆コマンド送信

データ秘匿化
「セキュリティ確保」

ユーザ端末高機能化
「衛星を意識しない運用」

「管制フリー」化
- 衛星状態診断，センサ校正
- 自動軌道マヌーバ
- 異常監視制御

データ利用
可搬局

 

図 3-8  ORS 運用システム構成 

 

３．２．４ 可搬型地上システム 

© NEC Corporation 2009

航空機小型衛星

観測衛星

UAV

給電部

②
TLM/CMD制御
データ処理・保存

電源設備

③
ユーザ要求管理

情報分析

自動追尾アンテナ

①RF部

①
②

③

A処理
モジュール

B処理
モジュール

X処理
モジュール

データ,画像処理

などのフリート／
センサ独自部分
の処理

モジュール化し、
基盤の共通化

多様なフリート／多様なセンサに対応可能

・・

・ＨＷ依存部分は
アタッチメント化
・デジタル部分は
ＳＷ無線技術を活用

車両・航空機等による輸送、車載・艦載システムに対応

＊走行中の運用は不可
（データ中継衛星経由であれば可能性有）

＊航行中も運用可

 

図 3-9 可搬型地上システム 
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３．３ 運用技術（地上技術）の事例 

 

 通信衛星及びリモートセンシング衛星の地上管制技術について以下概要を記す。 

 

３．３．１ JSAT 横浜衛星管制センター（YSCC） 

 

(1) YSCC 概要 

 

 衛星を運用するサテライトポート（1987 年竣工）及び回線及びサービス運用のためのテ

レポート（2004 年竣工）の 2 棟から構成される。 

 

・YSCC サテライトポート ・YSCC テレポート 

 アンテナ設備（4m 以上） アンテナ設備（4m 以上）  

Ku 帯 11m 1 基（フルモーション） Ku 帯 7.6m 5 基 

Ku 帯 7.6m 1 基 Ku 帯 4.5m 2 基 

Ku 帯 5.5m 6 基 C 帯 9.3m 2 基 

Ku 帯 4.5m 1 基 C 帯 6.3m 1 基 

C 帯 9.2m 1 基 C 帯 4.8m 2 基 

C 帯 4.6m 1 基  

 

(2) 衛星一覧 

 

 表 3-4 にこれまでの JSAT の衛星リストを示す。現在運用中の衛星は 7 機。表 3-4 の他、

NTT より NSTARa、b を 2000 年に購入（衛星バスは SS/L）。2006 年（NSTARa）、2007 年（NSTARb）

まで運用した。現在、NSTARc（東経 36 度）を受注運用中である（衛星バスは OSC）。 
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表 3-4 JSAT 衛星一覧 

 JCSAT-1B JCSAT-2A JCSAT-3A JCSAT-R JCSAT-4A JCSAT-110 JCSAT-5A Horizons-1 Horizons-2

軌道位置 東経150度 東経154度 東経128度 
(軌道上 

予備衛星)
東経124度 東経110度 東経132度 西経127度 西経74度

打上げ日 

(日本時間） 

1997年 

12月3日 

2002年 

3月29日 

2006年 

8月12日 

1997年 

3月17日

1999年 

2月16日 

2000年 

10月7日 

2006年 

4月13日 

2003年 

10月1日 

2007年 

12月22日

打上げﾛｹｯﾄ ｱﾘｱﾝ4 ｱﾘｱﾝ4 ｱﾘｱﾝ5 ｱﾄﾗｽ2AS ｱﾄﾗｽ2AS ｱﾘｱﾝ4 
ｼー ･ﾛー ﾝﾁ 

Zenit-3SL 

ｼー ･ﾛー ﾝﾁ 

Zenit-3SL 
ｱﾘｱﾝ5 

衛星バス 
Boeing 

601 

Boeing 

601 

A2100 

AX 

Boeing 

601 

Boeing 

601 

A2100 

AX 

A2100 

AX 

Boeing 

601 

STAR-2 

(OSC) 

設計寿命 12年 11年 15年 12年 14.5年 15年 12年 15年 15年 

周波数帯 Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  
Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙

Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  
Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Sﾊ゙ ﾝﾄ゙  

Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  Kuﾊ゙ ﾝﾄ゙  

中継機本数 

(帯域幅 

×本数) 

27MHz 

×16本 

 

36MHz 

×16本 

Ku 

57MHz 

×16本 

C 

36MHz 

×11本 

54 MHz 

×5本 

Ku 

27MHz 

×18本 

36MHz 

×12本 

C 

36MHz 

×12本 

Ku 

27MHz 

×16本 

36MHz 

×12本 

C 

36MHz 

×12本 

27MHz 

×32本 
36MHz×12本

Ku 

54MHz×8本 

36MHz×12本 

C 

36MHz×20本 

S 

1ﾋ゙ ﾑー 

36MHz×24本 

36MHz 

×16本 

 

27MHz 

×4本 

 

増幅器出力 
60W 

95W 

Ku：120W 

C：34W 

Ku：127W 

C：48W 

Ku：60W 

90W 

C：34W 

75W 120W 

Ku：110W 

C：45W 

S：130W 

108W 
85W 

150W 

形状及び 

寸法 

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.1m 

東西：7.6m 

3軸姿勢 

制御型 

南北：2.1m

東西：7.6m

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.9m 

東西：8.6m 

3軸姿勢

制御型 

南北：

26.1m 

東西：7.6m

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.1m

東西：7.6m

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.4m

東西：8.3m

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.9m 

東西：14.3m 

3軸姿勢 

制御型 

南北：26.2m 

東西：7m 

3軸姿勢 

制御型 

南北：18.1m

東西：7.5m

備考 

運用終了

(89～98年) 

国内通信が

ﾒｲﾝ 

運用終了

(90～02年)

国内+Cﾊ゙ ﾝ

ﾄ゙ （ｱｼ゙ ｱ）

ｽｶﾊ゚  ー

+Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  

（国際） 

 ｽｶﾊ゚  ー

+Cﾊ゙ ﾝﾄ゙  

（国際） 

宇宙通信と

共同保有、

CS用 

NTTｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 及

び企業内ｲﾝﾄﾗ

ﾈｯﾄに利用、

Sﾊ゙ ﾝﾄ゙  

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄが運

用、北米とﾊﾜｲ

をｶﾊ゙ ｰ。設計寿

命は20年 

 

 

(3) 衛星管制ネットワーク 

 

 バックアップ局として無人運用で群馬に設置、折り返し測距局（衛星までの距離を 2 点

で計る）として熊本と根室でレンジングを行っている。 

 

(4) 運用組織と形態 

 

・運用本部（衛星運用部、ネットワーク運用部、YSCC 管理・設備部）全体で 110 名。 

・半数がシフト勤務者。日中は 60～70 名の稼働でアウトソーシングする（MTSAT は 2 機だ

が、100 名のスタッフと JSAT と同規模→JSAT は 7 機運用中）。 

・業務委託先は 3 社（SCC も同様）。派遣会社は 2 社。 
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・正社員は、エンジニア・管理者とオンコール（非常事態の際）での 24 時間待機で対応す

る。 

・24 時間、平日は１シフトで 3 名のチームによる 3 シフト制構成（土日は 2 シフト制）こ

れは衛星機種（3 つのタイプ）ごとに配置される。重要なイベント（例：マヌーバ）で

は必ずエンジニア（正社員）が付く。 

・1 週から 2 週間に一回は衛星制御しないといけない。一回のコマンドで 2～3 時間動作す

る 

 →衛星によって時間（効率）が異なる。古い衛星は液体推進のため推進力が高い。イオ

ンエンジン（1 機保有）は推進力は低い。一方、アークジェット式（LM 製）は 60 分吹

きっぱなしで制御するも燃費の効率は良い。 

・トレーニングは入社後 10 ヶ月要する（3 ヶ月研修後、喰の期間の OJT を含む）。 

・基本的に管制ソフトは衛星メーカが提供することになっているが、メーカ毎にやり方が

異なるため、1 つのシステムで複数のメーカに対応できるソフトが市場に出ている 

 →米インテグラルスペース社の Epoch2000（前述）。 

 

(5) 業務内容 

 

1) 衛星運用業務 

 

 ・テレメトリの受信と解析 

 ・コマンドの送信 

 ・レンジング/トラッキング：±5 度の範囲で衛星を維持する 

 ・マヌーバコマンドの送信 

 ・喰（年 2 回）期間中のバッテリ管理 

 

2) ネットワーク運用業務 

 

 ・UAT（アップリンクアクセステスト）の実施 

 ・ダウンリンク信号の常時監視、回線障害の原因切り分け、復旧作業 

 ・トラポン利用の予約受付→時間貸しサービス 

 ・テレポート業務→直営サービス運用とハウジングサービス（お客にハードを用意して

もらう） 
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(6) 周波数と複数機運用 

 

・周波数の取得として、東経 136 度が位置的に 適。NSTARb があったが、現在は空いてい

るので Slot を他国にとられる可能性がある（ITU では運用終了後、2 年はファイリング

を維持保有できる） 

・総務省への申請費用としては、1 軌道 60 万円 

・EI 分離と経度分離により、Collocation Management が今後重要になってくる（1 つの会

社が同じ軌道で複数機運用できる）。GMV 社のコンステレーション管理ツール。 

 

(7) 今後のトレンド 

 

 アジアのニーズとして 1 つの衛星に複数のバンドを共同で打上げたい 

  → 例：通信+気象ミッション。ただし、カメラの寿命（＜15 年）、ミッション特有の

位置があわない等の問題がある。 

 

３．３．２ （旧）SCC 茨城ネットワーク管制センター 

 

(1) 会社概要 

 

・4 機の静止通信衛星を所有（2008 年 8 月 15 日に、打上げ成功した C2 号機を含めると 5

機）。資本金は 200 億円。2008 年 4 月にスカパーJSAT グループに資本移動した。平成 20

年 10 月 1 日より新組織の運営が開始された。 

・i-hits は 2001 年に日本デジタル配信社と SCC（97％資本）で運用を開始したが 2007 年

12 月に譲渡した。 

・Hit-hops は韓国の CD ネットワーク社（世界第二位のコンテンツデリバリー会社）に 2008

年１月に譲渡した。 

・BBSN（旧 Connection by Boeing サービス、2006 年末終了）は ASIASAT3 と SCC 衛星を使

い主にアメリカ政府向けにサービス配信する。 

 

(2) 衛星一覧（表 3-5 参照） 

 

 C2 号機で初めて株主でもある MELCO に衛星製造依頼した。米国メーカ並に価格をかなり
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落とした。衛星を運用するサテライトポート（1987 年竣工）及び回線及びサービス運用の

ためのテレポート（2004 年竣工）の 2 棟から構成される。 

 

(3) 管制センター（表 3-6 参照） 

 

・茨城に位置する理由は（日本国内 200 候補地）、インド洋、太平洋に面していること、都

内はマイクロ波が高いこと、地震が少ないこと、雪が少ないことが挙げられる（ちなみ

に MTSAT はキー局は神戸、これは山がないことがひとつの理由）。 

・SPE（茨城ネットワークセンター）と SPW（山口ネットワークセンター）の二つの衛星管

制局を持つ。 

・SPE 敷地内のテレポートセンター（STC）は元 DirecTV のアップリンクセンターであった。

スーパーバードＤ号機を利用して行われる 110 度 CS 放送の番組のアップリンクやケー

ブル局へのデジタル配信サービスを提供する。 

・東京、小山台にある SCC ゲートウェイでは、コンテンツ供給者から送られてきたコンテ

ンツを光ケーブルで STC へ送信する。 

 

(4) 運用体制 

 

・運用カンパニー全体としては 105 名（本社事業カンパニーは 67 名）。これは JSAT と同様

規模。衛星本部は衛星管制部（40 名）と管理部（20 名）に分かれ、ネットワーク運用

本部はネットワーク運用部と Esbird 運用部に分かれる。全体と統括するインフラ戦略

室は 3 名。 

・エンジニアの資格としては、陸上無線技術士が必要。Ⅰ種試験の合格率は 7％と極めて

低い。免許はアンテナ毎で、今年 4 月から制度が厳しくなり、主任無線従事者が 24 時

間、敷地内に滞在するのが義務化された。 

・シフトリーダになるまで 2 年を要する。1 つのバスで 3 年経験し、次のバスの担当とな

る。 

 

5）その他 

 

・地上 TT&C 設備一式は 10 億円から 20 億円（プラス年間維持コスト） 
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表 3-5 スーパーバードシリーズ一覧         2008/8/15 

 Ａ号機 Ｂ2 号機 Ｃ号機 Ｄ号機（NSAT-110） Ｃ２号機 

軌道位置（東経） 158 度 162 度 144 度 110 度 144 度 

打上げ日 1992 年 12 月 2000 年２月 1997 年７月 2000 年 10 月 
2008 年８月 15 日

打上げ成功 

衛星メーカ ロラール社 ボーイング社 ボーイング社 
ロッキード 
マーチン社 

三菱電機 

バスタイプ FS1300 HS601HP HS601 A2100AX DS2000 
設計寿命     15 年 
発生電力 3.8KW 5.7KW 4.5KW 7.1KW  

中継機能力 

Ku 帯 
 36MHz×23ch

×50W 
Ka 帯 

 100MHz×3ch
×29W 

Ku 帯  
36MHz×23ch×82W

Ka 帯 
 100MHz×5ch×50W

Ka 帯 
 200MHz×1ch×50W

Ku 帯  
54MHz×4ch×90W
(114MHz×2ch×
180Wに合成可能)
36MHz×4ch×90W
27MHz×16ch×

90W 

Ku 帯  
36MHz×12ch×120W 

Ku 帯 
 27MHz×20ch、 

36MHz×8ch 

サービスエリア 
日本、韓国、 

台湾 

日本、 
韓国、台湾、 

可動ビーム（Ku）

日本、 
アジア太平洋、

可動ビーム 
日本国内 

日本、 
中国沿岸・台湾・
日本から南東の太

平洋海域、 
東南アジア、イン
ド、インド洋海域、

可動ビーム 

 

 

表 3-6 管制センターの設備及びサービス内容 

敷地面積 
SPE(Superbird Platform East)：茨城 

(46,000 ㎡) 

SPW(Superbird Platform 

West)：山口(21,300 ㎡) 

建屋床面積 本館(2,100 ㎡) 新館(1,900 ㎡) STC(5,300 ㎡) ＳＰＷ局舎(2,200 ㎡) 

建屋付帯設備 ・UPS・発電機 ・UPS・発電機 ・UPS・発電機 ・UPS・発電機・2 系統受電 

主要設備 

・Ku10m 径ｱﾝﾃﾅ：6 基（衛星管制/通信監視用）

・Ka8m 径ｱﾝﾃﾅ：2 基（通信監視用） 

・各衛星管制設備、各衛星ｼｭﾐﾚｰﾀ 

・ﾈｯﾄﾜｰｸ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ設備及びｻｰﾋﾞｽ用ｱﾝﾃﾅ 

Ku4.5m 径ｱﾝﾃﾅ：3 基、Ku3.3 径ｱﾝﾃﾅ：1 基 

・各種実験用及びｻｰﾋﾞｽ用の小型ｱﾝﾃﾅ・機器

・MBSAT 用 10m 径ｱﾝﾃﾅ：1 基（衛星管制用）

ｻｰﾋﾞｽ用ｱﾝﾃﾅ 

・Ku13m 径：2 基 

・Ku 送受信 7.6m：１基

・Ku-RO＊6.1m 径：6 基 

・C－RO＊6.1m 径：1 基 

5m 径：3 基 

・BBSN 用 7.6m：2 基 

＊RO：Receive Only 

・Ku10m 径ｱﾝﾃﾅ：3 基（衛星管

制/監視用） 

・Ka8m 径ｱﾝﾃﾅ：1 基（監視用）

・Ku2.4m 径ｱﾝﾃﾅ：5 基（衛星管

制用） 

・MBSAT 用ｱﾝﾃﾅ：１基 

・衛星管制設備 

・通信回線監視設備 

サービス内容 

(1) 衛星管制業務 

ﾊｳｽ･ｷｰﾋﾟﾝｸﾞ（衛星本体の健康管理）、ｽﾃｰｼｮﾝｷｰﾋﾟﾝｸﾞ（軌道位置の保持） 

(2) 衛星通信サービスのお客様窓口 

24 時間のｼﾌﾄ体制にて、通信品質の監視・確認、回線設定作業の支援、回線品質の相談窓口、ﾄﾗﾎﾟﾝの随

時利用の予約窓口 

(3) ネットワーク通信サービスの運用業務 

(4) テレポートサービスの運用業務 

・「CS110 度放送（e2 by ｽｶﾊﾟｰ！）」番組の D 号機へのｱｯﾌﾟﾘﾝｸ 

・CATV 局へﾃﾞｼﾞﾀﾙ番組を配信する「i-HITS」ｻｰﾋﾞｽ 

・BBSN（旧 Connexion by Boeing ｻｰﾋﾞｽ）のｹﾞｰﾄｳｪｲ機能 
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３．３．３ 日本スペースイメージング 

 

(1) 同社の概要（以下、図表番号省略） 

 

設立：1998 年 5 月 11 日 

従業員数：約 45 名（うち半分が技術部） 

主要設備：アンテナ送受信設備（神奈川県藤沢市・沖縄県那覇市）、画像処理設備など 

 

(2) 事業の経緯 

 

1998 年 5 月 11 日 世界初の商業高分解能衛星 IKONOS のデータ処理・製造・販売事業のため設立 

1999 年 9 月 25 日 IKONOS 衛星打上げ成功 

2000 年 1 月 12 日 IKONOS 衛星が撮影する 1m 高分解能衛星画像の国内販売を開始 

2001 年 2 月 26 日 IKONOS 衛星に直接撮影指示を行ない、データ受信を行う藤沢地上局設備の運用を開始  

2003 年 1 月 21 日 沖縄地上局の運用を開始 

2004 年 7 月 米国 MDA Federal 社と「NaturalVue」画像の国内代理店契約を締結 

2006 年 12 月 
財団法人リモート・センシング技術センターと地球観測衛星だいちの販売代理店契約を

締結 

2007 年 12 月 COSMO-SｋｙMed 画像の国内マーケティング契約を締結 

2008 年 4 月 米国 GeoEye 社から「GeoEye-1」衛星画像の本邦独占販売権を取得 

2008 年 9 月 GeoEye-1 打上げ成功 

 

(3) 業務内容 

 

 ・各種衛星による画像データの撮影、処理、高付加価値製品の製造及び販売  

 ・航空機による画像データその他計測器による地表物のデータ等、各種空間情報の加工

及び販売  

 ・衛星画像等各種空間情報のデータアーカイブへのアクセスサービスの開発及び販売  

・ 衛星画像等各種空間情報のデータ処理に関連する 

・ ハードウェア・ソフトウェア・ネットワークの開発・設計・製造及び販売 

 ・衛星画像等各種空間情報のデータ処理に関するコンサルティング業務一般 
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 ・衛星画像を始めとする各種空間情報によるデータ製品の販売やソリューション開発を

通じて、より高度な経済社会の実現に貢献。1999 年に打上げられた世界初の商用高分

解能地球観測衛星「IKONOS」の画像データを、国内初の直接送受信設備を駆使し、迅

速且つ柔軟に提供。また、日本全域をカバーする IKONOS 衛星画像のアーカイブにイン

ターネットを通じてアクセスできる SaaS 型サービス「IKONOS ONLINE」の販売を開始。

2008 年度後半からは、世界 高分解能を誇る GeoEye-1 衛星や、4 機体制による高撮影

頻度及び全天候型が特長の合成開口レーダー「COSMO-SkyMed」衛星による画像データ

を届けている。 

 

(4) 取扱衛星データ 

 

 ・IKONOS 衛星データ  

 ・GeoEye-1 衛星データ  

 ・ALOS（だいち）衛星データ  

  

 

 ・COSMO-SkyMed 衛星データ  

 ・NaturalVue2000（Landsat）衛星データ 

 

(5) 運用形態の推移 

 

 地上局から直接コマンドを出している。午前中（10：30 まで）に発注を受けた際は、当

日午後には受け取ることが可能。 

 

・地上局（八重洲本部：スタッフ 5 名、沖縄・藤沢局：オペレーター1 名常駐） 

・撮影から処理、販売まで一貫して自社で運用。撮影効率を 3 割から 7～8 割に改善してい

る。 

・日本全国（99.5%以上）を網羅する充実したアーカイブ画像→過去 9 年間のすべての資料

を保管しており、いつでも取り出すことが可能。 

 

(6) IKONOS と GeoEye-1 の比較 

 

GeoEye-1（50cm）、IKONOS(1m)解像度 
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衛星直下
PAN GSD = 0.4m
MS GSD = 1.6m

GeoEye-1 の空間分解能

衛星直下
PAN GSD = 0.8m
MS GSD = 3.2m

IKONOSの空間分解能

 

イコノス GeoEye-1

衛星 Lockheed Martin製、約817kg
（主局はRaytheon製）

General Dynamics製、約1955kg
（主局はMDA製、バックアップと地域局はRaytheon製

センサー 光学（パンクロ／マルチ４バンド） 光学（パンクロ／マルチ４バンド）

軌道 午前10：30前後、太陽同期極軌道、高度684km
打上機 Athena-II

午前10：30前後、太陽同期極軌道、高度684km
（イコノスと同じ軌道を180°違えて周回予定）
打上機 Delta-II

直下解像度 パンクロ0.82ｍ マル3.2m
（パンシャープン可）

パンクロ0.41ｍ マルチ1.65m
（パンシャープン可）

直下撮影幅 11.3km 15.2km

アジリティ／駆動装置 4 Reaction Wheels 8 Reaction Wheels

ポイントターゲット撮影
（50km間隔）

4シーン／分 5シーン／分

センサー走査速度
（広域の撮影効率に影響）

パン／マルチ同時走査のみ： 6,500ライン／秒
⇒1秒あたり地上5200mを走査

パン／マルチ同時走査の場合：10,000ライン／秒
⇒1秒あたり地上4100mを走査

タスキング方式 直接 直接 （但し暗号化のために一旦主局に送信）

圏外データのメモリ撮影

直接受信
N/A N/A

設計寿命 7年 7年

撮影ウインドウの予約期限 48時間前、ただしキャンセルは36時間前 48時間前、ただしキャンセルは36時間前

 

 ※GeoEye-1 2009 年 2 月 9 日から受注開始（価格\6,000×25 ㎡から） 

 

(7) 沖縄局 

 

1）概要 

・2003 年設置（沖縄局は空港横の自衛隊敷地に隣接） 

・直径 5.4m アンテナ（レドーム式） 

 

2）業務内容 

・衛星からデータを受信、そのまま八重洲本社へ送信される（沖縄局では画像は見られな

い）。 

・現在は IKONOS、Geo-Eye1 に対応。いくつの衛星も対応可であるが、同時は不可。 
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3）スタッフ 

 常駐 2 名 

 

３．４ ロケット 

 

３．４．１  ORS に適用可能な保有技術及び設備 

 

(1) 耐熱型軽量フェアリングに適用可能な保有技術及び設備の例 

USERS

フェアリング分離
（ＨII型ロケット）

耐熱性能確認（ｱｰｸ加熱試験）

空力加熱解析コードによる
空力加熱解析結果（例）

クラムシェル

 

図 3-10 フェアリング 

 

(2) ロケットモータに適用可能な保有技術及び設備（2 軸 TVC）の例 

２軸TVC推力偏向性能確認
（ﾂｲﾝｽｲﾍﾞﾙﾉｽﾞﾙ）

実燃焼試験

TVC ハードウエア・イン・ザ・ループ試験
［特許 第2548483号 (H8.8.8)］  

図 3-11 2 軸 TVC 
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(3) 空中発射に適用可能な保有技術及び設備の例 

 

輸送機用投下装置（AMLS)の開発 

 ・投下システムの開発（重力投下方式） 

 ・投下間隔プログラムの開発（緊急時投下システムを含む） 

 ・座台と投下物の分離システムの開発 

 ・専用カーゴローダの開発 

 

出典：http://www.mod.go.jp/msdf/hatinohe/2msq/buseitai-2.htm

訓練のため、航空自衛隊の
協力を受けC-130型輸送機に
訓練機雷を搭載作業中

 

図 3-12  AMLS 

 

機内外搭載物の投下投棄試験技術 

 ・風洞試験（自由落下／射出方式、CTS(Captive Trajectory System)方式） 

 ・飛行試験（データ解析：操縦、飛行及び投下軌跡の光学データ） 

 

３．５ 射場・管制施設 

 

３．５．１ JAXA 鹿児島宇宙センター 

 

(1) 打上げ予定 

 

1) 種子島宇宙センター及び内之浦宇宙空間観測所からの打上げ予定（2008 年 11 月現在） 
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表 3-7 打上げ実績と予定 

 

 

 打上げ予定であった 7 号機（実機）が保管されている。南種子町へ展示用に譲渡するこ

とも検討されている。 

 

（以下、図表番号省略） 

 

 

 

 

H-ⅡA 7 号機 
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2) 組織 

 

宇宙輸送ミッション本部   鹿児島宇宙センター 

          種子島宇宙センター（TNSC）：園田昭眞センター長 

           管理課 

           技術課 

           射場運用課 

           射場安全課 

           施設設備１課 

          内之浦宇宙空間観測所（USC）：中島俊所長 

 

 TNSC の JAXA スタッフは 60 名。関連企業を含めると 700 名。 

 

3) 概要 

 

 大型ロケット発射場、中型ロケット発射場、小型ロケット発射場。打上げ保安距離は 3km。 
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①大型ロケット発射場 

 

 第１射点（高さ 67m/総重量 1000t/鉄骨構造）は H-ⅡA 専用、第２射点は H-ⅡA 及び H-

ⅡB 用。 

 

 

大型ロケット発射場施設配置図 

 

  

 

第一射点（吉信） 

 

 

 

   液体酸素貯蔵施設   大型ロケット組立棟（VAB） 
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      大型ロケット発射管制塔（B/H）    80m 気象塔 

 

②中型ロケット発射場 

 

 N-Ⅰ、N-Ⅱ、H-Ⅰ、J-Ⅰロケットに使用された。平成 8 年 2 月

の J-Ⅰロケットの打上げ、平成 10 年 11 月の固体ロケットの分離

試験を 後に現地は使用されていない。高さ 60m 重量 2800t。か

なりさび化している。 

                               中型ロケット射座 

③小型ロケット発射場  

                     

 次期固体ロケットの打上げは、内之浦の方向で検討中。M-5 クラスは TNSC の小型発射場

からは街に近すぎる為。    

 

④ロケットの組立 

 

 第一段を移動発射台（Movable Launcher）にて組立て、次に２段、SRB-A を取り付ける。

射座へ移動して約 10 時間で打上げる。 
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⑤衛星の組立 

 各種点検、燃料充填を終えた衛星は、フェアリングの中に収納される。衛星が収納され

たフェアリングは、大型ロケット組立棟に運ばれ 1・2 段ロケットに組み立てられる。 

 

 

 

⑥打上げシークエンス 

 

 

 次の打上げまでに射点の損傷修理・復旧に１ヶ月以上かかるため、1.5 ヶ月を要する。

これは 13 号機から短縮された（以前は 2 ヶ月）。この様に、ハードな面での条件・制約が

ある一方、漁業対策による打上げウィンドウの制限解除などソフト面（法政策）での改善

が求められる。 

  

 H-ⅡA商業打上げでは将来的に打上げ準備から発射まで1週間の構想を持っている（４．

３．２(3)参照）。 
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⑦カウントダウン作業 

 270 秒前から完全自動化。 

 

カウントダウン作業の事例 

 

⑧その他 

 

       竹崎展望台（プレス、VIP 用）  実寸 H-ⅡA 
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宇宙科学技術館 

 

 

 

３．５．２ 増田宇宙通信所 

 

(1) 概要 

 

敷地面積：21 万㎡ 

主な施設・設備（1974 年設置）： 

  ・第 1 観測棟 

  ・増田第 1 可搬局 

  ・DRTS 測距局 

  ・衛星レーザ測距観測棟 

  ・第 2 観測棟 

    ロケットテレメーター受信設備 

    ロケット精測レーダ設備  

    ロケットテレメーター用コリメーション設備      全景 

    ロケット SFH テレメータ受信設備 

  ・電力棟、通信棟 

  ・中割コリメーション設備 

 

(2) 事業内容 

 

1) ロケットテレメトリデータ受信 

 

 →10m アンテナ、2.4mSHF アンテナ、5.4m 精測レーダーアンテナ。JAXA は、増田の他に、

勝浦、沖縄、キルナ（スウェーデン）、マスパロマス（スペイン）、サンチャゴ（チリ）、
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パース（オーストラリア）に宇宙通信所がある。受信データを筑

波宇宙センターに送信、制御計画と指令計画を作成し、制御デー

タが同センターへ返信さ 

 

                               

                                10m アンテナ 

                                

2) 衛星の追跡・完成                      

 →レーザ測距観測、DRTS 測距（5m、3.6m）により衛星の位置を測定。現在、ETS-Ⅷ（き

く 8 号）、ASTRO-F（あかり）、OICETS（きらり）、SELENE（かぐや）、ALOS（だいち）、

SOLAR-B（ひので）、ORTS（こだま）を追跡、管制。 

 

(3) スタッフ 

 宇宙技術開発㈱社員 4 名が常駐。 

 

(4) その他 

 展示室を一般に無料公開している（プリクラ、パソコンゲーム等） 

 

展示室 

３．５．３ 沖縄宇宙通信所 

 

(1) 概要 

 

敷地面積：6.0 万㎡ 

主な施設・設備（1968 年設置）：      

 ・パラポラアンテナ三基（直径 30m、18m、10m） 

  →30m アンテナは昨年 9 月まで運用（現在は広報用） 
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  →18m、10m2 基のアンテナは現在可動中 

 ・追跡管制棟 

 ・電力棟 

 ・名嘉真コリメーション塔 

 ・USB（F）-1 送信棟 

 ・沖縄第一可搬局 

 ・沖縄第二可搬局 

 ・WINDS ビーコン局 

 ・準天頂衛星システム設備 建設中（2 基：主要・予備） 

  →レドーム式アンテナ（直径約 9m） 

 

(2) 事業内容 

 

1）人工衛星の追跡と管制 

 →月周回衛星「かぐや」、太陽観測衛星「ひので」、陸域観測技術衛星「だいち」、データ

中継技術衛星「こだま」、技術試験衛星Ⅷ型「きく 8 号」、赤外線天文衛星「あかり」、

超高速インターネット衛星「きずな」を追跡、管制 

 

2）ロケットテレメトリデータの受信 

 →打上げられた人工衛星からの電波を受信し、人工衛星の位置や姿勢、積んでいる電子

機器が正しく働いているかの状況確認 

 →コマンド送信（JAXA 筑波宇宙センター担当） 

 

 

  

      管制室        30m アンテナ 
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(3) スタッフ 

常駐：8 名（リモート化により日勤のみ） 

 

(4) その他 

 

 宇宙技術開発㈱に運用・維持を業務委託 

 ・広報事業担当として年二回のイベントを実行している。また年一度の地元の祭りでは

宇宙展を実施している。 

 ・展示室を一般に無料公開している（放送衛星「ゆり」の試験機の実物・人工衛星の種

類等の展示、情報ルーム、など） 

 ・ビデオルームでは色々な動画を見ることができ、ロケット打上げ等の際はライブ映像

を一般公開している。 

 

   

  放送衛星「ゆり」の試験機の実物    宇宙情報ルーム 

 

  

   展示物の一例   ビデオルーム 
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３．５．４ 内之浦宇宙空間観測所 

 

(1) 概要 

 

面積：総敷地面積 704,345 ㎡ 

主な施設・設備： 

 ・M センター 

 ・M 発射装置 

 ・KS センター 

 ・コントロールセンター 

 ・レーダテレメータセンター 

 ・テレメータセンター 

 

 

本部棟 

 (2) 沿革 

 

 1970 年の我が国初の人工衛星「おおすみ」打上げ以来、衛星 27 機、ロケット 392 機の

打上げを行ってきている（2008 年 8 月現在）。 

 

(3) 施設 

 

1) M センター 

 M センターは標高 210m、面積 25,000 ㎡。M 発射装置、M 組立棟、衛星整備棟及び M 発射

管制室がある。相模原キャンパスでチェックを終えた M ロケットの各部は、まず、M 組立

棟に運び込まれ、ロケット各部はモータとともに 50 トン門型クレーンで M 発射装置に運び

込まれ、整備塔内の組立台上で垂直に組み立てられる。搭載される衛星は、衛星整備棟内
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のクリーンルームでチェックを受けた後、クリーンブースで 終段モータと結合され、

後にノーズフェアリングを組み付けて、頭胴部運搬台車でＭ発射装置へ運ばれる。 

 

 発射の時には、整備塔の床と扉を開いて、ロケットを載せたランチャが直径 15m の円形

レール上を旋回しながら発射姿勢をとる。発射直前のこのような作業は、安全のため地下

15m の管制室からの遠隔操作により行われる。 

 

 

M ロケット発射装置 

 

角度 80°で打上げる理由 

 ①垂直に立つと内之浦上空にいる時間が長く、警戒区域を広くとらなければならない。 

 ②ブームにつり下げるため次期固体ロケットの打上げからは垂直打上げとなる（コスト

ダウン）。 

 

 

 

   M ロケット射点    回転台 
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     組立台   噴射跡 

 

2) KS センター 

 KS センターは、標高 276m、面積 7,000 ㎡の SS-520、S-520 及び S-310 型観測ロケットの

発射。観測ロケットは組立室で組み立てられ、ランチャに載せられる。ランチャはロケッ

トを載せてランチャードームへ移動し、ドーム内でロケットを発射方向へ向けて発射姿勢

をとる。ドームは発射直前までロケットを雨などから保護し、発射時には、ドームの天蓋、

前後と両側の扉を排煙のために開く。1970 年 2 月 11 日、ここから日本初の人工衛星「お

おすみ」が打上げられた。 

 

 観測ロケットは年 2 回打上げられる（2008 年は 1 回）。

現在使用中の観測ロケットは 

 S-310： 20km 高度、 7 分 

 S-520： 500km 高度、 10 分 

 SS-520： 1000km 高度、 30 分      

                               S-520 ロケット 

                             

3) テレメータセンター 

 

 ロケットテレメータセンターと衛星テレメータセンターの 2 つの建物に分けられる。 

 

 主な設備として、深宇宙探査機も地球周回衛星も部遺跡可能な 34m パラボラアンテナ系

（S バンド及び X バンド）10m、10m パラボラアンテナ系（S バンド及び UHF バンド：400MHz

帯）及び 20m パラボラアンテナ系（S バンド及び X バンド）に関連したテレメータ受信復

調設備、コマンド信号発生設備、ドップラー追跡設備、距離計測設備、局運用管制設備、

衛星運用管制設備等が設置されている。 
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 TNSC の打上げ時の風煙の影響がないため、TNSC と補完関係でテレメトリデータをとる。

現在 6 機の衛星（ひので、あかり、すざく、はやずさ、ジオテイル、あけぼの）を運用・

管理している。 

 

 

        テレメータセンター     34m アンテナ 

 

4) レーダセンター 

 L バンド（1.6GHz 帯）レーダ系の 4m レーダ及び 3.6m レーダと、C バンド（5.6GHz 帯）

レーダ系の精測レーダ。精測レーダは、ロケットの姿勢基準軸修正及び 3 段目ロケットの

点火時刻の修正を行う電波誘導及び非常破壊コマンド機能を持つ。直径 7m のパラボラアン

テナを有する精測レーダは、デブリ観測にも使用している（1500km の 1m アープを対象）。

平成 22 年度に新宮原に現在の 4 つのアンテナを統合した新アンテナを設置予定である。 

 

 

 

    精測レーダ     精測レーダ送受信・記録装置 

 

⑤コントロールセンター 

 JAXA 職員 11 名 + 契約メンテナンス、合わせて 40 名で施設全体を運営する。 
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第４章 我が国の競争力強化の方策と提案 

 

４．１ 世界のトレンド 

 

 衛星は、大型と中・小型への二極化へ向かっている。拡大する中型衛星市場への対応が

求められている。 
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 現在実際に運用されている各国の安全保障衛星に関するデータを表 4-1 に示す。これに

よると、我が国における保有すべき衛星の内、中型ロケット（GX ロケット）の打上げ対象

となる衛星は 14 機以上と見込める。これらの衛星を維持するため、例えば米国においては

年間 15～20 機の打上げを行っている。 
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表 4-1 中型安全保障衛星の需要 

防衛衛星のカテゴリー 米国 ロシア 中国
日本として保有すべ

き衛星数
＊３

①画像・ﾚｰﾀﾞ偵察衛星 11 3 2 4

①ｰ1即応型偵察衛星
＊１ （10機以上） 3 10機以上

②通信衛星（含むデータ中継衛星） 36 28 0 （１）
＊４

③早期警戒衛星 8 5 検討中

③-1低軌道周回型早期警戒衛星
＊１ （10機以上） 0 検討中

④信号傍受衛星 23 4 5 検討中

⑤航行衛星 40 23 0 検討中

⑥気象衛星 4 0 0 検討中

合計 122 63 10
＊２ 14機以上

＊１：開発中 Space Security 2007 より抜粋

＊２：中国が運用している防衛衛星の数量は、画像偵察を中心にﾚｰﾀﾞによる偵察も含めさらに増加傾向

＊３：ＳＪＡＣ提案値（平成19年度）

＊４：大型静止衛星のためＧＸ打上げ対象から除外

中型防衛衛星の今後の打上げ需要

 

 

４．２ 我が国の競争力強化の方策 

 

４．２．１ データ常時伝送に関する課題 

 

(1) 実現目標 

 

 光衛星間通信を用いた、観測データの高速・常時伝送の実現目標としては以下の通り。 

 ・ORS （100kg 級／300kg 級） ⇔ データ中継衛星 

 ・LEO コンステレーション ⇔ GEO （複数機） 間での Gbps 級通信  

 

(2) システム構築における課題 

 

 LEO-GEO 間でのリンク確立・維持については、「きらり」 （OICETS） ⇔ ARTEMIS 間の軌

道上実験によって実証された。今後、実利用に向けて以下の技術課題を解決する必要があ

り、将来のデータ中継衛星のコア技術として開発・実証を進めていく必要がある。 

 

 ・ N：1 通信技術 （LEO コンステレーション ⇔ 中継衛星） 

   -初期リンク確立の高速化 

   -コンステレーション運用制御技術 （スイッチング，運用計画） 

 ・ N：N 通信技術 

   -中継衛星側での複数端末装備によるパラレルリンク技術（プラットフォーム側と光
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追尾系との協調制御技術の高度化） 

 ・複数の中継衛星にまたがるルートでの連続データ通信 （ハンドオーバー） 技術 

 

(3) 装置開発における課題 

 

 ORS（100kg～300kg 級※）に搭載するためには、LEO 端末の小型化・省電力化が 重要課

題となる。特に民生部品の導入評価については体系的・継続的に実施するため、中長期計

画に沿った着実な実行が必要となる。 

※ORS のペイロード搭載能力想定値 

  - 100kg 級 ORS： 40kg、50w（観測センサ、データ処理・伝送系の合計） 

  - 300kg 級 ORS： 200kg、300w（観測センサ、データ処理・伝送系の合計） 

 

 ・民生部品の導入 

  - 技術的に大幅に進んでいる民生用光通信デバイスの導入評価，実装検討  

 ・GEO/LEO 端末間の機能配分の見直し（LEO 端末の簡易化/GEO 端末の高機能化） 

  - 初期捕捉（リンク確立）制御機能 

  - スイッチング、ハンドオーバー機能 

 

４．２．２ 観測センサに関する課題 

 

(1) 実現目標 

 

 我が国における ORS ミッションの想定ニーズに基づき、有効な観測手段の整備をする必

要がある。 

 ・センサ種類：光学、SAR、ハイパー、赤外 

 ・分解能及び刈幅：高分解能タイプ（<1mGSD）、広観測幅タイプ（~100km） 

 

(2) 課題 

 

 現状の小型衛星搭載センサは搭載性（質量、電力）の観点から光学センサが中心である。

日本版 ORS の想定ミッションを分析し、必要なセンサ群の技術開発・宇宙実証を進める必

要がある。 
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 ・ラインアップ検討 

   - 100kg 級/300kg 級の特徴（用途）の違いを考慮した観測センサラインアップ 

 ・センサの小型化・省電力化→表 4-2 をターゲットにした開発・実証 

   - 100kg 級 ORS 用光学センサ （高分解能タイプ、広観測幅タイプ） 

   - 300kg 級 ORS 用 SAR、ハイパー、赤外センサ（タイプについては要検討）  

 

表 4-2 100kg 級 ORS/300kg 級 ORS の特徴比較 

項目 100kg級 ORS 300kg級 ORS

衛星コスト （量産時） 数億円規模 十億～ニ十億円規模

ペイロード規模 ～40kg， ～50W ～200kg， ～300W

ミッション寿命 数週間～1年 1年～5年

量産性，即応性 より高い より低い

ORSミッションの特徴 「UAVの延長」 「定常観測衛星の延長」

ロケットとの関係 ロケットとの一体化

（搭載効率の増加）

クリーンインタフェース化

（多様な打上手段の確保）

ミッション要求 シングルミッション，一過的

局地的な存在識別観測

マルチミッション，継続的

左記（局地的）用途に加えて

広域的な変化抽出観測

地上局との関係 観測地域とデータ受信局が近接

（直接伝送が主体）

観測地域とデータ受信局は

必ずしも近接しない

（直接／中継伝送 併用）

軌道 低高度（300～400km） 低～中高度（400～600km）

機能要求 高い自律性 高い自律性

抗たん性
 

 

４．２．３ 地上システムに関する課題 

 

(1) 実現目標 

 

 即応性の高い、実利用に適したシステムが求められる。 

 ・ユーザビリティの向上：衛星を意識せずに利用できるシステム 

 ・時間/空間的制約からの解放：「いつでも」「どこでも」利用できるシステム 

 

(2) 課題 

 

 ・ 総合システムの単純化 

   - オンボード自律機能の高度化による運用インタフェース項目の低減 

   - バス（HK）運用とミッション運用プロセス分離 

 ・ユーザインタフェースの高度化 



 

118 

   - コマンド生成及び簡易チェックまで実施可能なユーザ端末 

 ・可搬型地上局 

   - モジュール化構成により、設置場所（地上／車上／艦船）および受信対象（UAV，

ORS）に対する汎用性 

 ・遠隔運用 （インターネット経由での運用） 

   - 仮想運用管制センター  

   - 利用レベルに応じたセキュリティ確保方策 

 

４．２．４ 競争力強化のための方策 

 

 ユーザ宇宙機が TDRS を経由して行なっているデータ通信量（リターン系の伝送データ

レート）とユーザ宇宙機の重量をパラメータにその傾向を整理したものを図 4-2 に示す。 

 

 TDRS ユーザの特長をデータ通信量と重量の観点で纏めると以下の傾向にある。 

 ・TDRS を使用するユーザ宇宙機は、小型衛星若しくは大型宇宙機（2.5 トン以上の衛星、

10 トンクラスのプラットフォーム衛星、および有人システム）に大別される。 

 ・データレートによる区分は、SSA による中低レート（数 Kbps～2Mbps 程度）での TTC 運

用、SSA 高データレート（ 大６Mbps まで）での再生データ／ミッションデータ運用、

及び KuSA による高速ミッションデータ伝送（100Mbps 程度）の 3 つに使い分けられて

いる。 

 

 

図 4-2 TDRS ユーザの整理 
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 SSA 低データレート及び、高データレートでの利用事例を図 4-3、4-4 に示す。図 4-3、

4-4 に示す通り、SSA 中低レートは衛星システム運用用として、SSA 高データレートは観

測衛星の観測データ伝送用として主に活用されている。 

 

  

 
ETS-VII

 

                            HTV 

図 4-3 SSA 低データレートでの利用例：ETS-VII、HTV 

 

 

ADEOS-2

ALOS

 

図 4-4 データ中継衛星の利用 

 

 上記分析に基づき、以下の施策が産業競争力強化に向け有効と考えられる。 

 

(1) 小型軽量な衛星用 S バンド衛星間通信機器の開発 

 

 通常の衛星運用のためには、S バンド低速データの伝送であれば、軽量な送受信機が開

発されている。 

例：HTV 用、衛星間通信機器 送受信機 約 5kg、70W、フォワードリンク（受信）250bps、

リターンリンク（送信）8kbps/2kbps 
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 これら機器を更に小型軽量化、または低コスト化することにより、小型衛星・中型衛星

ユーザに対し、その利用を拡大することができる。このためには、小型軽量なアンテナ、

伝送系の開発が今後の課題である。図 4-5 に航空機より静止衛星経由にてインターネット

を使用するために開発されたアンテナの事例を示す。本技術等をベースとした小型送受信

機の開発が想定される。 

 

 

 

図 4-5 航空機―静止衛星間の通信機器 

 

 また、一般のデータ中継衛星利用に加え、商用通信衛星に搭載されている追尾用ステア

リングアンテナ活用により、周回衛星運用へのデータ中継を実施することのできる可能性

がある。表 4-3 に商用通信衛星に搭載されている追尾用のステアリングアンテナの仕様例

を示す。本アンテナにより低軌道の周回衛星を追尾し、相互通信を行うことが可能である。 

 

表 4-3 商用通信衛星、追尾用ステアリングアンテナ仕様例 

項目 仕様例 

開口径 φ1.0ｍ 

ポインティング角度 ±9 度 

駆動速度 大 0.2 度/ｓ 

制御方式 プログラム追尾（自動追尾も可） 

 

 即ち、一般の商用通信衛星の追尾用ステアリングアンテナ活用により、データ中継衛星

の利用機会拡大が可能であり、データ中継の利用拡大に繋がるものと思われる。 

 

 

(2) 光通信機器の活用 
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 大容量通信（数百 Mbps）に対し、データ中継衛星を利用する場合、大口径アンテナ（φ

1ｍ程度）のユーザ衛星への搭載が必要となる。これに対し、光通信を使用した場合、口径

数 10ｃｍ程度の光通信機器搭載に置き換えることが可能となる。光通信活用により、小型

衛星を含む、各種ユーザに大容量通信機能を提供することが可能となる。即ち、高レート

ユーザ層を拡大することが可能である。 

 

４．３ 日本版即応型宇宙システム提案 

 

４．３．１ 衛星 

 

(1) 小型高性能ペイロードの開発 

 

1) 光学センサ 

 光学センサの分解能は高度と口径により決定される。このため、同一口径であれば、高

度に反比例し、分解能は向上する。ここで、分解能は回折限界（画像ぼけ）により決定さ

れる。回折限界は以下の式により表される。 

 

  d=α（λ/Ｄ）Ｈ 

ここで 

  ｄ：地表分解能（回折限界） 

  α：光学系の開口形状で決まる定数、 

    円形開口の望遠鏡では約 1.2 

  λ：入力光の波長 

  Ｄ：光学系の実開口直径 

  Ｈ：衛星高度 

 

 即ち、高分解能化するためには有効開口径拡大が必須である。図 4-6 には軌道高度と光

学センサの口径、分解能の関係を示す。 
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図 4-6  軌道高度と光学センサの口径、分解能の関係 

 

 即ち、小型衛星用の光学センサにおいては、小型軽量化と高精度の両立、即ち、如何に

小型軽量な大口径光学センサを実現するかが課題である。小型衛星用の光学ミッション機

器(海外）の例を表 4-4 に示す。表 4-4 の事例においては、分解能 1m を上回るものも有り、

これらを上回る性能が開発上の評定となる。 

 

表 4-4 小型衛星用の光学ミッション機器(海外) 

 

高（0.8m /500km ）高（EROS C以上/500km ）地上分解能（GSD/高度）

2005/10打上2007/11打上予定ステータス

RALCAM-4OPTSAT3000衛星名

50kg180kg（衛星350kg）重量

低（2.5m/600km）高（0.7m/500km）地上分解能（GSD/高度）

RALCAM-1EROS C

開発中開発中ステータス

35kg（衛星130kg）190kg（衛星350kg）重量

RAL（英）ELOP（ｲｽﾗｴﾙ）衛星名
項目

高（0.8m /500km ）高（EROS C以上/500km ）地上分解能（GSD/高度）

2005/10打上2007/11打上予定ステータス

RALCAM-4OPTSAT3000衛星名

50kg180kg（衛星350kg）重量

低（2.5m/600km）高（0.7m/500km）地上分解能（GSD/高度）

RALCAM-1EROS C

開発中開発中ステータス

35kg（衛星130kg）190kg（衛星350kg）重量

RAL（英）ELOP（ｲｽﾗｴﾙ）衛星名
項目

 

  

EROS-C

 

OPTSAT3000
RALCAM-1

 
Secondary mirror

Re-focussing mechanism assembly (x3)CFRP Main tube (low CTE, low 
mass,  high stiffness)

CFRP/Al honeycomb 
Bulkhead panel 
housing FPE box and 
corrector lens

Primary mirror

Overall dimensions
- Length 1070mm
- Diameter 660mm

Secondary mirror

Re-focussing mechanism assembly (x3)CFRP Main tube (low CTE, low 
mass,  high stiffness)

CFRP/Al honeycomb 
Bulkhead panel 
housing FPE box and 
corrector lens

Primary mirror

Overall dimensions
- Length 1070mm
- Diameter 660mm

RALCAM4   

RALCAM-4
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2) 合成開口レーダ 

 

 合成開口レーダの分解能は使用する波長により決定される。また、レンジ方向の分解能

は、見込み角に依存する。図 4-7 に合成開口レーダの分解能（レンジ方向）と使用周波数

を整理したものを示す。また、合成開口レーダの場合、高度の 3～4 乗に反比例して必要電

力が減少するため、低高度飛行は合成開口レーダの小型化に有利となる。 

 

 58 21. 2256072 10. 6128036 4. 24512145
20. 7849803 60 20. 7849803 10. 3924902 4. 15699606合成開口ﾚ ﾀーﾞ のﾚﾝｼ゙ 方向の分解能
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図 4-7 合成開口レーダの分解能（レンジ方向） 

 

 小型衛星用のSARセンサにおいては小型軽量化とS/N 確保の両立が開発上の課題である。

小型衛星用の SAR ミッション機器(海外）の例を図 4-8 に示す。 

 ・英国政府のため、Astrium-UK 及び、SSTL にて開発。 

 ・マルチモードのフェーズドアレイ SAR 

 ・SAR は Astrium、SSTL は低コストバスを担当 

 ・高解像度：10kmx10km（1m 分解能） 

 ・中解像度：20kmｘ1000km（3m 分解能） 

 ・広スワス：100kmｘ1000km（30m 分解能） 

 ・監視：900kmx1000km(20m 分解能） 

 

   

 

 図 4-8 英国 SAR ミッション(AstroSAR-UK)の概要 
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 (2) 容易なインテグレーションの仕組み確立 

 

 即応衛星用ペイロードに関しては、海外と比肩する小型・高性能ペイロードの開発と共

に、各種ペイロードを容易にインテグレーション及び、置換しうる仕組み構築が競争力強

化のための課題である。注目すべき技術としては、モジュール化を徹底し、衛星構体側面

に各種機器をプラグインする（はめ込むのみで組み立ての完了する PnP SAT （Plug&Play 

Satellite、図 4-9 ）のコンセプトがある。 

 

 このコンセプトに基づく、図 4-10 に示すような各種ペイロードを容易に組み合わせ、置

き換えが可能となる仕組みの開発・構築が、競争力強化の重要なポイントである。 

 

  
PnP SAT

 

図 4-9 PnP SAT の概要 

 

 

< 200 kg
400W, 3-Axis

Modular 
Propulsion

Pre-Fabricated or
Rapidly Assembled

Bus Structure 

LEO/HEO 
Shielding

Bus - PL
Interface
Standard

Multi-Function Mesh
SAR, SIGINT, COMM

ELINT Antennas
Spin Table

Modular RF
Horn Feeds

UHF – Ku-Band
~ 20 m2

SAR/CCD

ELINT/ 
SIGINT

~ 2 m2

Reconfig
SAR/SIGINT

Reconfig
COMM

RF Power
Amplifiers

Pulsed HP
C or X

CW LP
UHF - XAESA Option

RF ISR: Comm, EW, SAR, BFT

Multi-Function
Telescope

Modular Focal
Plane Assembly

EO, IR, HSI

Modular
Electronics

Modular Filter
Assembly

PnP EO 
Payload

EO ISR : Imaging, Space Situational Awareness, Spectral Sensing

• Dramatically Increase Flexibility and 
Responsiveness while obtaining a substantial 
cost reduction

• Allows Investment to occur from independent 
sources depending upon main interest area

Buses + Modular Payloads enable a Tier-2 and Tier-3 architecture

COMM

出典： 6th Responsive Space Conference 発表資料  

図 4-10 各種ペイロードの容易なインテグレーション 



 

125 

４．３．２ ロケット 

 

(1) 空中発射システム 

 

1) 技術課題 

 

 母機制限内で成立するシステムを開発することを前提とし、具体的には検討にあたって

以下の制限とした。 

・投下時の飛行高度／速度の制限 

  - 投下時の飛行高度／速度は母機性能の範囲内に限られる。また、飛行中に貨物室扉

を開放する必要があるため、扉の構造強度等からも飛行高度／速度が制限される。 

  - 機内与圧が確保できないため、搭乗員の生理的限界からも飛行高度が制限される。

（与圧改修を要する場合は、機体の再設計・開発の可能性がある。）   

・搭載物の重量と寸度の制限 

  - ロケット、投下装置及び周辺機器の総重量・寸度は、母機搭載能力により制限され

る。 

  - 貨物室内移動／投下により重心位置が移動するため、投下物の重量は操縦能力等か

ら規定される母機空中投下能力限界内に制限される。  

・母機安全性確保からの制限 

  -大量の推薬（ロケット）を母機に搭載・運用することから、母機安全性の確保には十

分な配慮が必要である。 

  -特に火工品については、不時作動に繋がる可能性を 大限排除する。 

 

 検討の結果、技術課題としては以下の通りと判断される。 

・投下方式の選定／システム試作／実証 

  - 投下方式（ロケット投下、投下装置／パラシュート等）及び機体改修（与圧等）に

ついての比較検討・選定を行う。さらに M&S（モデリング・アンド・シミュレーシ

ョン）解析及び飛行前確認試験（風洞試験等）の事前確認を行った後、試作品を搭

載した実飛行試験によりシステムを実証することが必要である。  

・ロケット初期姿勢安定化機構の確立  

  - 安定した打上げ性能を確保するために、ロケットの初期姿勢制御システムの開発と

実証が必要である。 
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・機体への搭載システムや周辺機器の開発 

  - ロケット等の搭載・卸下に必要なシステム及び発射までの一連の作業に必要な搭載

周辺機器の開発が必要である。 

・母機安全性の確保  

  - ロケットの点火タイミングや初期軌道を考慮した母機の退避行動およびロケットに

対する飛行停止や破壊指令等、母機安全性を十分に配慮した運用シーケンスを確立

し、飛行試験で実証する必要がある。 

 

2) 検討事項 

 

・投下方式の選定／システム試作／実証 

・ロケット初期姿勢安定化機構の確立  

・母機安全性の確保  

・機体への搭載システムや周辺機器の開発 

X X+
1

X+
2

X+
3

X+
4

X+
5

X+
6

X+
7

X+
8

X+
9

X+
10

ORS空中発射母機（＃１）製造

ｼｽﾃﾑ/基本/詳細設計

投下ｼｽﾃﾑ開発

飛行
試験

ORS空中発射母機（＃２）製造

２号機用製造

飛行
試験

打上

打上

ORS空中発射母機（２機）

投下システム
（姿勢制御機能付）

挿絵出典：（米）ATK社資料

空中発射システム

空中発射用ロケット（20t級）

図 4-11 ORS プログラムにおける試作品概要（案） 

 

(2)  即応型中型ロケットシステムへの要求事項 

 

1) 即応性（On-Demand） 

 

・必要になった時には、すぐに打てるようにする必要がある。 
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  - 受注生産方式から計画生産への切替 

・シンプルな発射管制システム 

  - コンピュータ活用による打上げ整備点検作業の自動化 

・小規模・簡易な射場設備 

  - 燃料は固定タンクを持たず、輸送用コンテナから機体に充填 

・入手性に問題なく、取扱い易い燃料の採用 

  - ケロシン、LNG、液体酸素 

 

  即応性への対応の例として組立状態での射場保管による打上げ作業の短縮化が可能

（Y-10 で準備など）があげられる。 

 

 

図 4-12 打上げ作業の短縮化 

 

2) 自在性（Autonomy） 

 

・計画変更への対応 

  - 中型衛星の打上げの計画変更に対応できること。 

  - 他国、国内機関との調整なしで打上げられること。  

・補完体制の確保 
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  - 衛星打上げ手段の補完が射場・打上げのセキュリティを含め確実にできる体制であ

ること。 

  - 中型衛星打上げ GX ロケットを Atlas V で補完（インターオペラビリティによる） 

 

3) 軌道投入への自在性（Any-Orbit） 

・Dual Launch でないこと。 

・打上げ軌道の設定、変更が容易にできること。 

   - ミッション解析やソフトなど複数準備 

 

4) セキュリティの確保 

・セキュリティが確保された場所に射場があること。 

   - 米国では米軍施設内に建設 

・海岸に接していないこと 

 

(3) 即応型 H-ⅡA 打上げへの要求事項 H-ⅡA は以下の優位性を有する。作業開始までの

前提条件に対応することにより、即応打上げ（1 週間）が可能となる。 

 

1) H-ⅡA のメリット 

 ・H-ⅡA ロケットの主要構成品は国産であり調達の自在性がある。 

 ・H-ⅡA ロケットの信頼性は諸外国と同等である（9 機連続打上成功）。 

 ・複数の衛星を相乗りで打上られる（1 回の打上げで衛星のコンステレーションが可能）。 

 ・大型の衛星を打上げられる（衛星の推進薬搭載量を大きくとれる→軌道変更の自在性）。 

 ・高高度の軌道に衛星を打上られる。 

 ・軌道設計の柔軟性がある（余剰能力が大きい）。 

 

2) 前提条件 

 ・機体整備有効期限制約のため定期的に機能点検を行い、健全性の確認が必要 

 ・固体ブースタの現状の 長待機期間制約内での運用 

 ・上記運用に衛星が対応可能 

 ・現状、事前の漁業交渉、及びノータム申請が必要 
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Y-20

発射整備作業

各系点検

衛星/衛星ﾌｪｱﾘﾝｸﾞ組立，取付

終機能点検

標準ｽｹｼﾞｭｰﾙ

発射整備作業

作業開始準備

終機能点検

即応型運用案

約1週間

Y-15 Y-10 Y-0Y-5

Y-10 Y-0Y-5

ロケット機体起立・組立

H-IIAの打上げまでの所要期間

 

図 4-13 即応型 H-ⅡA 打上げ（1WEEK PLAN） 

 

 (4) 空中発射射場候補の検討 

 

1) 伊江島空港 

①概要 

敷地面積：36 万㎡ 

主な施設・設備（1975 年建設）：  

 ・沖縄国際海洋博覧会関連事業として建設。    

 ・滑走路は島内全 3 路        

  →2 路米軍用：（1 路米軍基地内、1 路基地外にあるが使用停止中：設備の再開発要） 

  →1 路沖縄県（1,500m）：管制塔（レーダ）なし。簡易レーダ設備は有。 

 

図 4-14 空港全景 
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②事業内容 

 ・定期便の運航休止（現在はチャーター便が運航している） 

 ・月 10 回程度個人機の使用（鹿児島等） 

 ・株式会社エアードルフィン等運送会社の使用 

 ・ターミナル/待合室・管理室（月～金：閉館 土日：使用可） 

 

  

   図 4-15 ターミナル       図 4-16 伊江島全景 

 

③その他 アクセス情報 

 ・カーフェリー：本部港から約 30 分 

 ・飛行機：那覇空港から 30 分、要予約 →（株）エアードルフィン   

 

2）下地島空港 

①概要 

敷地面積：361.5 万㎡ 

主な施設・設備（1973 年設置）： 

 ・滑走路 3,000×60m 

 ・着陸帯 3,120×300m   

      

 ・航空保安施設                 図 4-17 空港全景 

 

＜国施設＞ 

通信施設：テレタイプ装置一式（航空管制用） 

無線施設：※ILS（計器着陸装置）2 組、VOR/DME（前方向性無線標識/距離測定装置）

1 組、ASR/SSR（空港周辺探知レーダ/2 次探査レーダ）1 組、対空通信施設 

一式 

電源施設：予備発煙装置（875KVA1 基） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Iejima_Airport_Terminal.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Iejima_Airport_Terminal.JPG
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航空気象観測装置一式 

 

＜県施設＞ 

航空灯火（飛行場灯台、侵入灯、侵入角指示灯、滑走路灯、滑走路中心線灯、接地帯

灯、誘導路灯、風向灯）等 

電源施設 予備発電装置（500KVA1 基）：高圧受電施設 

消防施設 化学消防車 3 台 

※ILS（計器着陸装置）：先島諸島で唯一であり、且日本でも数少ない。 

 

→気象状況等により視界の悪い場合でも、

航空機は電波等の力を借りて滑走路の着

陸地点に導かれ着陸できるようになって

いる。これにより戦闘機や輸送機の運用に

も支障のない規模がある。   

        図 4-18 ILS（計器着陸装置） 

 

   

図 4-19 下地島空港   図 4-20 管理事務所 

 

②事業内容 

・非公共用、公共用飛行場として供用公共施設 

 →米軍、海上保安庁、自衛隊等も使用 

・1980 年航空会社によるパイロットの本格的訓練開始（国内唯一） 

・1994 年 定期便運休 

・その他管理事務所の業務：施設点検、消防・防災・救難事務、保安警備業務、土木施設

維持管理業務、航空灯火・電気施設維持管理事務、建築設備維持管理事務、空港使用許可、

立ち入り許可業務、公有財産（普通財産、行政財産）の管理事務等 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shimojijima-airport.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shimojijima-airport.jpg
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 図 4-21 下地島全景    図 4-22 滑走路（3,000m） 

 

③着陸料と停留料 

 着陸料金は B-747 ジャンボ機（36t）で 1 回約 26 万円 

 

＜普通着陸料＞ 

 着陸 1 回ごとに航空機の重量をそれぞれ次のように区分して順次に計算して得た金額の

合計額に 100 分の 105 を乗じて得た額（国際航空に従事する航空機にあっては、100 分の

105 を乗ずる前の合計額）とする。 

(ア) 1ｔ以下の重量については当該重量に対し  350 円 

(イ) 1ｔを超え 6ｔ以下の重量については当該重量に対し 350 円 

(ウ) 6ｔを超え 25ｔ以下の重量については 1ｔにつき 500 円 

(エ) 25ｔを超え 100ｔ以下の重量については 1ｔにつき 760 円 

(オ) 100ｔを超える重量については 1ｔにつき  840 円 

 

＜特別着陸料＞ 

着陸一回ごとに次の（ア）及び（イ）の金額の合計額に 100 分の 105 を乗じて得た額（国

際航空に従事する航空機にあっては、100 分の 105 を乗ずる前の合計額）とする。 

(ア) 航空機の重量（トンによるものとする。）に 290 円を乗じて得た金額 

(イ) 国際民間航空条約の付属書 16 に定めるところにより測定された離陸測定点

及び侵入測定点における航空機の騒音値（当該騒音値のない航空機にあって

は、当該航空機について、その製造国の政府機関が講評しているこれに準ず

る騒音値）を相加平均して得た値（1EPN デジベル未満の端数がある時は、当

該端数は 1EPN デジベルとする。）から 83 を免じた値に 1,630 円を乗じて得

た金額 
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 停留料は、6 時間以上飛行場に停留する航空機について飛行場における停留時間 24 時間

（24 時間未満は、24 時間として計算する）ごとに、航空機の重量をそれぞれ下記にに区分

して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に 100 分の 105 を乗じて得た額

（国際航空に従事する航空機にあっては、100 分の 105 を乗ずる前の合計額）とされてい

る。 

 

＜23t 以下の航空機＞ 

3t 以下の重量については、当該重量に対し 810 円 

3t を超え 6t 以下の重量については、当該重量に対し 810 円 

6t を超え 23t 以下の重量については、1t につき 30 円 

 

＜23ｔを超える航空機＞ 

25ｔ以下の重量については、1t につき 90 円 

25t を超え 100t 以下の重量については、1t につき 80 円 

100ｔを超える重量については、1t につき 70 円 

 

④スタッフ：10 名 

 

 主幹（事務） 1 名 

 主事 3 名 

下地島空港管理事務所長（技術） 運転士 1 名 

 主幹（技師） 1 名 

 主任技師 3 名 

⑤その他 

 空港内には、管理事務所のほか、大阪航空局下地島空港事務所、那覇航空測候所下地島

空港出張所、㈱日本航空インターナショナル下地島運航乗員訓練所、全日本空輸㈱下地島

訓練所、下地島空港施設(株)がある。 
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４．３．３ IMINT システム 

 

(1) 概要 

 

情報要求分析
撮像指令

情報要求元
■情報関心

撮 像 前

撮 像 後

蓄積
・配布

画像
処理

画像ダウン

リンク

画像解析
・判読
・分析

画像情報
報告書作成

衛星

画像収集計画
・ 何を
・ いつ
・ どの様に

・ センサーは
・ 何回

SIGINT OSINTHUMINT他省庁情報

国家安全保障
軍事施設・行動
原子力施設

重要事案
重要プラント
国境紛争・
戦争・テロ
重要港湾
重要空港

所望の成果が得られ
るように、情報要求を
分析する

災害、事故
地震
津波

タスキングコ
マンド

GEOINT

戦術・作戦利用

即応性の確
保

 

図 4-23  IMINT システム 

 

(2) IMINT 作戦・戦術利用における即応性 

 

 防衛省基本方針として情報収集能力や、リアルタイムでの情報の共有及び指揮命令を迅

速確実なものとする C4ISR の機能強化が必要である。つまり、衛星を利用した情報システ

ムの機能強化である。 

 

 情報システムとしての考え方としては、新たな脅威や多様な事態に効果的に対応する戦

略的な運用から戦術・作戦への運用モード移行である。部隊等における IMINT の利用とし

ては衛星の基数増（観測頻度の向上）への対応として即応型衛星から取得される画像情報

を含む衛星画像収集が肝要となる。その他先進 IT 技術の導入等が求められる。 
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衛星画像収集イメージ（例）
 

 

(3) 情報システム運用概念の考え方 

 

 ・運用概念（CONOPS）により業務フローを明らかにしユーザ層等人員の割り振りを行な

う。 

 ・効率的に業務を行う為、運用フローと組織のイメージ（すり合わせ）を固める。 

 ・例えば、以下のようなシステム概念を作り上げる。 

現地部隊システム

：情報、データの流れ ：運用管理情報 ：データベースアクセス

運用管理システム

画像蓄積管理セグメント

配布管理セグメント

衛星運用群（仮称） 情報システム

衛星追跡管制システム

移動局

・報告書
・データ

現地部隊

画像蓄積管理セグメント

即応型衛星等からの情報
（SIGINT情報含む）

・有事・災害対処に至る
情報の一元化

・必要セグメントの検討
・有事に備えた冗長化や
可搬・移動型

システム実現の技術要素

専用通信ネットワークの増設

運用概念の考え方Ⅰ
→戦術・作戦へ運用モード移行

 

図 4-25 情報システム運用概念の考え方 

図 4-24 衛星画像収集イメージ（例） 
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(4) 衛星の基数増（観測頻度の向上）への対応 

 

 指揮命令を迅速確実なものとする、即応型衛星を含む衛星の基数増と考えた場合、情報

システムの機能強化として取り組み対応することを主観とする。 

 

(5) IMINT 競争力強化の課題 

 

 ・米軍 ORS の意義、日本 ORS の意義の明確化が前提であり、国内外リモセン（IMINT）市

場を見据えた競争力強化であるべきである。 

 ・IMINT システムが次世代防衛宇宙プロジェクトの情報システムに位置付けられ、情報

システムの機能強化には即応型衛星システムが他国「偵察級」に劣らない競争力が前

提である。 

 

４．３．４ 情報システム 

 

(1) 概要 

 

 早期警戒・即応型衛星等のミッション利用系として位置付け、ミッション運用開始後に

衛星追跡管制系である衛星管制システムとの連携により利用可能な地上システムとして位

置づける。 

 

 衛星の技術情報等のインフォメーション、衛星画像等のインテリジェンス（IMINT、SIGINT

等）としての情報、衛星画像等のデータからなる情報のトータルシステム から構成される。 

衛星追跡管制系

〇テレメトリ
衛星内温度，電圧などのハウスキ
ーピングや姿勢データ，ミッション

データ

〇コマンド
地上から衛星への指令信号
・衛星の静止位置保持
・姿勢変更のための推進系噴射
・不具合発生時の冗長系への切り
替え

〇トラッキング
衛星の位置と速度を算定して飛翔

経路や軌道を決定，追跡

ミッション利用系

ミッション 目的 衛星データ利用

偵察・監視

（光学／レーダ
画像）

・平時の彼情報収集

・彼の侵入予兆，探知

・彼の作戦状況の偵察

・画像処理，分析，蓄積，配布

・画像処理，分析→指揮命令

電波情報収集 同上 ・分析／識別，蓄積，配布

・分析／識別→指揮命令

早期警戒 ＢＭ発射の探知 識別・軌道計算→指揮命令

通信 移動体通信，データ中継
（衛星－地上，ＤＬ間），地
上通信網のバックアップ，
海外向け秘匿回線

・通信管制

・通信管制およびブリッジ機能

・通信管制および指揮命令

航空自衛隊 Ｃ４Ｉ戦術・作戦情報戦略情報

ミッション
運用要求

情報システム：

ＩＭＩＮＴ

SIGＩＮＴ

 

図 4-26 情報システムの概要 
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(2) 運用概念（IMINT 構想） 

情
報
量

時間

情報指針に基づき何をどう撮るか？

デジタル化で情報量が増大するな？

RF/UAVとの関係は？

即応性の確保どうする？

情報要求は何か？何を見るのか？

衛星の増加にどう地上は対応する？

防衛衛星導入の基本計画が必要か？

1. Tasking
・撮影計画と判読を同じグループでにきないか？
・何をどう撮るか？有事に軸足を置くか？これでセンサー仕様が決まる
・DHIとのコンビネーション利用も行おう

2. Collection

・センサーが増えても問題なく利用きる共通基盤システムを導入しよう
・衛星軌道を情報要求に合わせて設計できるシステムとしよう

3. Exploitation
・人員の大幅増が難しいから自動判読システムを検討しよう
・大量の画像を扱うIPLを導入しよう

・判読支援をおこなえるデータベースシステムを導入しよう
・精密モザイクやオルソが簡単にできる仕掛けを作ろう
・分析能力向上にOSINT情報を活用しよう

4. Dissemination
・大容量画像とネットワークの関係は？

・秘匿性の高いレポートの管理をどうする？
5.その他

・情報収集の基地はどこにするか、防護や機動性はどうする？
・経費は？
・組織構成は？

■運用組織として適切な形態を定める（業務分掌と役割・仕様の明確化）

衛星・センサーは道具だな？

米国との情報共有は？

地上と衛星のｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは？

複数衛星の効率的運用はどうする？

国際法、国内法の関係は？

衛星自身の防御はどうする？

運用概念（CONOPS）を固めよう

※CONOPS（Concept of Operations）：利用者視点で構築するシステム特性を記述し文書・・・運用シナリオ、タイムライン、概念モデル、マンマシン（CO
P）等IEEE標準  

図 4-27 運用概念 

 

(3) IMINT 開発の考慮点 

 

 IMINT で使用する衛星において所望の情報を得るために考慮すべき事項は次のとおり。 

  ・収集対象、場所→どこの何を見るか？ 

  ・収集頻度/時期、時刻→どのように見ればいいのか？ 

  ・収集する情報内容→艦船、航空機、建物、地形等 

  ・収集する情報の深さ→検知、種別、稼働状況等 

 

 衛星セグメントの関連要素と考慮事項の関係は次のとおり。 

 

表 4-5 衛星セグメント関連要素 

考慮事項 衛星セグメント関連要素

収集対象、場所 ・衛星の軌道（低軌道、中軌道、同期軌道等）

・センサの走査幅、ポインティング

・センサの種類（光学、SAR等）
収集頻度／時期、時刻

収集する情報内容 ・センサの空間分解能

・センサのスペクトル特性収集する情報の深さ
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 情報目的、情報要求に合致する成果が得られるように、あらかじめ関連要素を考慮した

衛星仕様とすることが必要である。 

 

(4) 画像判読・分析に求められる空間分解能 

 

物体(Ｏｂｊｅｃｔ) 探知／検出
(Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ)

認識
(Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏ

ｎ)

識別
(Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ

ｎ)

記述
(Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）

道路 9 6 1.8 1.5

橋 6 4.5 1.5 0.9

車両 1.5 0.6 0.3 0.05

港湾 30 15 6 5

中規模艦船 7.5 4.5 0.6 0.3

ビバーク(野営) 6 2.1 1.2 0.3

火砲・ロケット 0.9 0.6 0.15 0.05

無線通信施設 3 1.5 0.3 0.15

航空機 4.5 1.5 0.9 0.15

地対地ミサイル/対空施
設

3 1.5 0.6 0.3

光学センサの空間分解能

 

 

 空間分解能によって、検出のみか、識別まで可能か等、得られる情報が変わる。あらか

じめ得たい情報を考慮し、空間分解能を決定する必要がある。 

 

４．４ 政策的課題と要望 

 

 以上、技術的課題を検討してきたが、我が国宇宙開発の政策的課題と要望について以下、

述べる。 

 

 ・国の政策としての長期ビジョンの策定と詳細化、具体化（米国では NASA は 10 年、DOD

も 5 年から 10 年の打上げ計画がある）を要望する。これに伴う、継続的、段階的な技

術開発を可能とする予算の裏づけのある技術ロードマップの作成とその実行が求めら

れる。 

 ・継続的、段階的な開発シナリオの策定とその実行を要望する。 

 ・国際競争力の観点での戦略立案を要望する。 

 ・技術蓄積と人材の育成を要望する。 

 ・中小企業が継続して事業に専念できる環境作りを要望する。 

表 4-6 光学センサの空間分解能 
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 ・産官学一体の開発体制の実現を要望する。 

→全国の拠点地の大学・研究機関に小規模の環境試験設備を国の費用で設置する大学

が参加しやすい体制を作る。この点、参考資料に、大学における現在の小型衛星開発

の現状と問題点を調査した独立行政法人産業技術総合研究所による「平成 19 年度小型

化等による先進的宇宙システムの研究開発に関する先導調査：大学・地域における小

型衛星の現状調査報告書概要」を添付する。 
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第５章 まとめ 

 

 日本企業が競争力強化のために具備するべき技術力として、即応型宇宙システムの構築

には、打上げのためのロケット技術、衛星を小型化高性能化するための技術、地上でのデ

ータ集積・解析・運用管制技術、観測センサの技術開発と宇宙実証、ユーザインタフェー

スの高度化、統合システムの単純化による地上システムの効率化、情報システム処理技術

等を総合的に検討する必要がある。欧米の動向と比較して日本企業に不足していると考え

られる技術要素やコンセプトについて考察する。 

 

５．１ 必要とされる技術要素 

 

(1) ロケット技術 

 

即応型宇宙システムの実現のためには、漁業に制限されない打上げシステムが必要と

なる。固体ロケット・ハイブリッドロケットによる Aircraft based satellite launch 

(ABSL)と海上発射を準備し、高い国産化率を保つことで納期を短縮する必要がある。

安全性・重量効率等の観点からUunmanned Aerial Vehcle(UAV)による空中発射の技術、

そのためのロケット切り離しの技術の開発も一つの方向性となる。空中発射システム

の課題としては、          

 1)投下方式の選定／システム試作／実証 

 2)ロケット初期姿勢安定化機構の確立 

 3)機体への搭載システムや周辺機器の開発 

 4)母機安全性の確保 

 5)射場の確保等があげられる。 

 

 また固体燃料の場合は、対環境性に考慮した推進薬の研究開発を進める必要がある。 

 

(2) 小型衛星技術 

 

 衛星バスのマルチ目的化（低軌道・中軌道・静止衛星・月軌道いずれにも対応可能なよ

うなもの。TrailBlazerは一例になるが、これは静止衛星以遠を想定）が効率化の１つとし

て考えられる。 
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ユニット化・モジュール化を進める必要がある。これはハードウェアだけでなく、ソフ

トウェアについても言え、OSやプログラム言語についても考慮する必要がある。 

 

 ナノテクノロジー・マイクロテクノロジーも注意しておく必要がある。ナノテクノロジ

ーを応用した材料としては、耐圧・耐ひずみ性の材料、断熱材料（cross-linked aerogel）、

高強度軽量材料（cross-linked aerogel）、高絶縁性・耐放射線材料、耐宇宙デブリ材料

（cross-linked aerogel）、自己修復機能材料、低透磁率材料、充電材料が考えられる。マ

イクロ波へのステルス性の材料としては、メタマテリアルがすでに開発されており、その

応用が考えられる。 

 

 マイクロテクノロジーの動向については、電子回路の微細化は当然として、CMOS画像セ

ンサ、地球センサ・太陽センサ・磁気センサ・慣性センサ（加速度センサ・レートジャイ

ロ）・圧力センサ・熱スイッチ・マイクロヒートパイプ・マイクロスラスタ・RFスイッチな

どはすでに研究が進んでおり、それらの成果は取り入れるべきである。とくにスラスタは

即応型システムには姿勢変更や軌道変更が多く求められると考えられるため、重要で、例

えばナノパーティクルを使ったフィールドエクストラクションスラスタは100～10000秒程

度の比推力が期待され、有望ではないかと考えられる。 

 

 米国ではナノテクノロジー・マイクロテクノロジーによって現在のCubeSatよりもさらに

小型（100ｇ以下）の衛星を1000程度のコンステレーションにして飛ばす構想もある。日本

では数百kgの衛星を計画しているが、逆にこれまでのCubeSatよりもさらに小型でしかも高

機能の衛星も視野に入れておく必要があるように思われる。ナノテクノロジーで開発され

たメタマテリアルを使えば、回折限界を超えた光学系構成の可能性もあり、そうなると非

常に小型で高分解能の衛星を作れることになる。 

 

 新たなミッションへのシーズとして、測位衛星（イスラエル：NASP）、バイオ実験衛星（イ

スラエル：WASPs）、宇宙実証衛星（イスラエル：ClockSat）、重力波計測（ESA：LISA）な

どがあり、こういった動向にも留意する必要がある。 

 

(3) データ伝送・中継 

 

 データ常時伝送に関する課題としては、N:1通信技術、N:N通信技術、複数の中継衛星に
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またがるルートでの連続データ通信技術が必要となる。 

 

(4) 観測センサ 

 

 現状の小型衛星搭載センサは光学センサが中心である。日本版ORSの想定ミッションを分

析し、必要なセンサ群の技術開発と宇宙実証を進める必要がある。 

 

(5) 地上システム 

 

 ユーザインタフェースの高度化、総合システムの単純化、可搬型地上局、遠隔運用が課

題となる。 

 

(6) 情報システム 

 

 早期警戒・即応型衛星等のミッション利用系として位置付け、ミッション運用開始後に

衛星追跡管制系である衛星管制システムとの連携により利用可能な地上システムとして位

置づける。 

 

 衛星の技術情報等のインフォメーション、衛星画像等のインテリジェンス（IMINT、SIGINT

等）としての情報 、衛星画像等のデータからなる情報のトータルシステム から構成され

る。 

 

諸外国では現在言われている即応型宇宙についても、数年で即応体制を整えるというよ

うな短期的な見通しを表に立てながらも、先を見通した技術開発を精力的に実施している。

ここを怠っていると数年後には再び技術戦略において日本が振り回される可能性がある。

近の日本においては、場当たり的な技術開発のように思われるところが多く、より広い

（特にナノテクノロジーや情報工学などに対する理解）長期的な視野が求められる。 

 

５．２ 宇宙（防衛）システムの開発の方向性 

 

 米国 ORS の意義は、戦闘部隊の要請に即応する 宇宙サービスを提供（地上設備含み装備

調達）することである。すなわち衛星の打上げにかかるコストと時間を削減し、既存の米
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軍宇宙システムを充足することにあり、広義では統合部隊指揮官の要請に適時、的確に衛

星セグメントを提供することを主眼とした確実な宇宙戦力である。 

 一方、日本の ORS の意義を考えると、打上げ機数によるコスト競争力が課題である。 

 

米軍ＯＲＳの意義 日本ＯＲＳの意義（想定）

想定運用 主に有事／紛争諸国での軍事活動 ・専守防衛

・主に平時／平和維持

搭載ミッション
（ＯＲＳ衛星の目的）

・IMINT：偵察監視衛星の充足

・衛星通信回線の提供など

・IMINT：周辺域監視および安全保障の変化
に対応

・ PKO駐留域の通信回線

地上システム タクティカル運用・・・

・可搬式（マルチミッション運用）

・Mobile式（紛争域）

現状は戦略IMINT・・・

・可搬式（マルチミッション運用）の可能性

・PKOでMobile式を想定

即応競争力 ・ペイロードおよび衛星バスの技術規格
化（２５５の規格要求）

・ （部品の）汎用クラスに適用

→ＯＲＳ衛星

ＯＲＳ衛星・・・

・規格化による国際競争力⇒後発

可搬式（マルチミッション運用）・・・

・海外の電波法などの未経験分野あり

 

  

 ORS の要求に応える宇宙システムの開発の方向性（案）としては以下の通りである。 

 

①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

が進められている。我が国においても防衛省の「宇宙開発利用に関する基本方針（2009

年 1 月 15 日発表）にて NCW の必要性が述べられている。NCW という統合ネットワークシ

ステムの運用を目指すには、即応型の小型衛星の開発・利用と伴に、静止軌道での通信、

早期警戒、気象衛星等の中・大型衛星の役割の補完が求められている。 

②空中発射（戦闘機他）、地上発射（現有設備）の活用は、費用対効果にメリット大。 

③ミッション機器は、標準化・キット化で即応対応化が必要。 

 

空中発射

地上発射

海上/海中発射

プラットフォーム 能力ロケット

戦闘機

輸送機

爆撃機

小型

小型

中型

射点

TEL

洋上リグ

ミサイル艦

ミサイル潜水艦

中型

中型

中型

大型/中型

マルチ

>1000kg、
小型も相乗り可

LEO、MEO、HEO、GTO

数100kg

160kg以下、LEO

160kg以下、LEO

40～70kg、LEO
～160kg、LEO

数100kg、LEO

数100kg、LEO

実績 評価

米、露

開発中

露（商用）

米、露、伊

開発中

米、露、日、
欧、ｲｽﾗｴ
ﾙ、印、中

米、露

米（ASAT）

民航改造専用機 小型 40～70kg、LEO 米（商用）

射場がﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
基本的に戦闘機ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝと同形態

発射高度により、与圧、ドア開閉機
構等見直し
防衛省で運用していないため、新規
調達となる

実績、能力ともに十分

地勢上ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな射場確保が困難

海上補給、保管が困難

大型ﾛｹｯﾄへの対応が困難

VLS搭載可能な大型潜水艦を
保有していない
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１．まえがき 

近年、大学・中小企業の宇宙への参入を目指した小型衛星等の計画が各地で進められて

いる。小型衛星を開発する場合には、開発期間の短縮やコストの低減のために、従来の大

型衛星の開発とは全く異なった開発手法（設計・製造・試験）が各大学や企業で行われて

いる。その現状（特に民生品利用の状況）と宇宙環境の各種試験の計画と実態、小型衛星

特有の試験における問題点、要望、制度等の問題に関して調査を文献・アンケート・面接

により行った。 
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２．概要 

 各大学等で行われている小型衛星の研究に関して、文献調査・アンケート・面接調査に

より実施した。 

 文献調査は 2007 年 10 月 29 日～31 日に北海道・札幌で開催された第 51 回宇宙科学技術

連合講演会の講演論文集のオーガナイズドセッション「小型衛星の開発と利用」「地域発の

宇宙開発」および一般セッション「小型衛星」の論文を参照した。 

 アンケートは 8 項目からなり、15 大学・1 企業の 17 グループに対してメールにより実施

した。この結果、2008 年 2 月１５日までに 14 大学 15 グループから回答を得た。 

 面接調査は 11 大学・2 企業に実際に訪問し、実際の現場の調査やさらに詳細な状況を調

査した。 
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３．調査対象の選定法および調査項目 

 

３．１ 文献調査 

 調査対象となる機関を選定するため、2007 年 10 月 29 日～31 日に北海道・札幌で開催さ

れた第 51 回宇宙科学技術連合講演会の講演論文集のオーガナイズドセッション「小型衛星

の開発と利用」「地域発の宇宙開発」および一般セッション「小型衛星」の論文を参照した。

これらの中から今回の調査目的に適合しそうな論文を選定し、メールアドレスが公開され

ている著者に対して次の項目のアンケートをメールで実施した。 

 

３．２ アンケート 

 ２．１節で述べた方法により、15 大学・1 企業の 17 グループに対してアンケートをメー

ルにより実施した。この結果、2008 年 2 月 8 日までに 14 大学 15 グループから回答を得た

（うち、１大学からはアンケートに対して直接回答を得ていないが、面接時の質疑応答か

らアンケートの回答を編集した）。 

 実施したアンケートの質問項目は以下の 8 項目である。 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

（２）それはどのような機器か 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

  

３．３ 面接調査 

 実際の現場の調査やさらに詳細な状況を調査するため、実際に訪問して面接調査を行っ

た。この調査で訪問した大学・企業は以下の通りである。 

（１）都立航空高専 

（２）東京大学 

（３）東北大学 

（４）北海道工業大学 
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（５）北海道大学 

（６）大阪工業大学 

（７）鹿児島大学 

（８）東京工業大学 

（９）龍谷大学 

（１０）東海大学 

（１１）日本大学 

（１２）スペースリンク(株) 

（１３）オービタルエンジニアリング(株) 

 この面接調査で得られた情報の詳細は機微な内容も含まれるため、本報告書では基本的

には紹介しないが、得られたいくつかの要望等については記載することにする。 
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４．アンケート調査結果 

 以下に回答が得られたアンケートの結果を示す（実際に頂いた文章を文体の統一など内

容を変えない範囲で修正している。また面接調査で得られた結果を適宜入れている）。 

 

４．１ 創価大学[1] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

基本的には全て民生品で構成されている。 

（２）それはどのような機器か 

 研究室で開発している人工衛星は、CubeSat と呼ばれる、10cm 立方の超小型衛星である。

サイズがサイズなので、あまり機器という考え方はないが、太陽電池は、宇宙用の物を使

用する。無線機に関しては、宇宙実績のあるものを使用する（民生部品で構成されている）。

それ以外の機器・部品は全て民生品で構成されている。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

・電子機器に関しては、放射線に対してフォールトトレラントな設計を施している。 

・地上で自分達のレベルで出来る限りの環境試験を行うことにより宇宙で使用できるかど

うかを判断している。 

・使用実績のある民生品を使用する。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

放射線（TID：Total Ionization Dose・SEE：Single Event Effect（カリフォルニウム

を用いた））、振動、熱、真空。熱真空試験は行わない。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

東京都立産業技術研究センター：温度試験・振動試験・放射線試験（TID 試験） 

JAXA の施設（相模原）：放射線試験（カリフォルニウムを用いた SEE 試験）  

工学院大学（八王子キャンパス）：真空試験 

東京大学：振動試験 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 場所・スケジュール・費用・ノウハウ。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）として 

どのようなことがあるか 

 太陽電池の購入ルート、宇宙用部品の購入ルート。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 構造の製作で協力を得ている。 
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 ㈱菊池製作所。 

 

４．２ 都立航空高専[2] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

搭載している。 

（２）それはどのような機器か 

太陽電池、ラッチングリレー以外全ての電子機器・機械部品。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

試験を中心とした部品選定（スクリーニング）。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 部品により、振動・真空・熱・放射線・アウトガス測定、太陽シミュレータ、エアテー

ブルを実施する。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

本校設備（熱真空試験、アウトガス測定、太陽シミュレータ、エアテーブル）、他大学施設

借用（振動試験機、ＥＭＣ試験装置、磁気計測、無重力実験装置、ジャイロ評価装置）、高

崎原研（シングルイベント試験（陽子、重イオン、アルファ線））、都立産業技術研究セン

ター（振動試験、トータルドーズ試験（コバルト 60、中性子））で試験。ロケット条件・

ミッション仕様を範囲として試験実施調整をする。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 民間設備での試験が JAXA で認定されるか否かについて問題を感じる。日本の小型衛星の

環境試験設備として、3 箇所くらいにあると便利（九工大、宇宙研、北海道）。磁気センサ

やジャイロの測定装置がほしい。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 超小型衛星用の衛星分離機構の規格化。アマチュア無線周波数の申請をもっと簡便に（例

えば団体申請や JAXA が持つ周波数を時分割で利用できないか）。商業用周波数もオープン

にするべき。インヒビットの概念とその具体例を何パターンかを利用者に掲示。 

地上局を地球全体に広げる（各国の大学にアンテナを置くなど）といった政治的な働きか

けがあるといい。 

相乗り衛星用の安全基準を設けたほうがよい。小型衛星用の新しい設計基準を整備すべき

である。 
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（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 協力をうけている。構造体加工は松田金型工業株式会社・三富製作所・小野製作所・ト

ネ製作所、火薬関係は日油技研株式会社、テフロン加工は日建塗装株式会社、樹脂加工は

岩手精工株式会社・ワコー製作所、技術コーディネータとして石川オリエント株式会社・

ジオ・スポーツ株式会社・都立産業技術研究センター、テグス線やバッテリについてもメ

ーカ名を出せないが協力を戴いている。 

 

４．３ 東海大学[3] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 すべての部品が民生品である。秋葉原等で入手が容易可能な汎用の電子部品などを使っ

ている。 

（２）それはどのような機器か 

 MGF：フラックスゲート磁力計という地磁気程度の弱磁界検出するセンサである。センサ

は衛星本体からの磁気の影響をなるべく小さくする為に 3m 長のマスト先端に搭載する。 

MOIS：宇宙のゴミ・スペースデブリが小型衛星に衝突したときの衝撃波と電磁波放射を、

PVDF（ピエゾ効果を利用した材料）、アンテナ、コイルの３つのセンサを使って検出する機

器ある。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 MGF：センサが暴露部に搭載されている点と民生品の電子部品を使用していることによる

放射線劣化の影響が 大の心配である。そのため、限度があるが地上試験をきちんとやり

たい。 

MOIS：特にない。打上げの環境や宇宙での動作環境を模擬した、地上総合試験を通過す

れば民生品と意識しなくても大丈夫だと考えている。 

民生品は、残留磁気対策を考慮した設計となっていないため、複数の候補部品から残留

磁気の小さいものを選択することや、残留磁気を小さく抑えるための配置の工夫を行って

いる。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動、真空、熱試験の３種類は単体試験として大学内での設備で実施している。放射線

については設備がないので、他の機器または衛星全体としての試験を外部機関で行うこと

を検討している。 

 機器単位および衛星全体での残留磁気の計測を環境試験の一環として実施している。 
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（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 振動、熱、真空の単体試験は東海大学内（無料）で、放射線試験や大きい加速度の振動

試験は有料の外部機関で実施する予定である。 

 残留磁気計測は、東海大学、㈱ウェルリサーチにて、東海大所有機器で行う予定。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 特に振動試験に関しては、打上げ環境に見合った加振器(約 17Grms)がなく、振動試験の

一部は外部の施設を利用させてもらっている（山梨工業試験場）。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 小型衛星打上げにあわせて、それ専用の振動、真空、熱試験装置が１カ所にあり、安い

料金または共同研究により無料で使える試験環境を希望する。各ミッション機器とメイン

の CPU との通信方式、インターフェースを統一できれば、レゴのブロックのように組み上

げ、開発が単純にスピーディになると思う。各ミッション機器の消費電力や形状などの共

通化は難しいと思う。 

 小型衛星全体が収まり、安価に使用可能な磁気シールド室が使用できる環境を整えた方

が良いと思われる。特に三軸制御を目指す小型衛星には必須の試験となるはずである。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

現在のミッションは、ソラン株式会社と株式会社ウェルリサーチと共同研究の形で進め

て協力している。 

 

４．４ 香川大学[4] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 している。 

（２）それはどのような機器か 

 太陽電池セルおよび構造系以外はほとんどである。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 宇宙環境に耐えられない可能性があることを考慮して、冗長系を組むこと。サクセスレ

ベルを明確にし、ミニマムサクセスから順に確実に達成できる機能を確実に動作するよう

な設計とすること。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動・真空・熱・放射線・電波強度・微小重力実験（航空機／落下施設）。 
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（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 振動試験・アンテナ電波強度測定試験（香川県産業技術センター） 

 放射線試験・熱真空試験（JAXA 筑波） 

 微小重力実験（MGLAB・DAS） 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 大学施設では十分なことができないため、外部施設を利用するが、スケジュー ル調整が

難しい。外部施設利用ルートが不明な場合が多く、 適な利用ができていない。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 大学予算レベルで利用できる外部施設の取り纏めをする機関があると心強い。打上げロ

ケットの確保も重要。またロケットによるインターフェースの違いは大変。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 している。協力企業等は下記の通りである。 

 清水建設（株）（テザー宇宙ロボット・テザー伸展回収機構）、関西電子工業（株）（電源

系）、（有）ケニックシステム（電源系）、（株）パル技研（カメラ）、UNISEC（通信系）、吉

野川電線（株）(配線材)、（株）大和商会（太陽電池セル構造）、(株)セリックス（展開機

構）、(有)恵比寿電機（電子制御系）、早川鉄工（株）（構造系）、（株）日進機械（部品調達）、

香川県産業技術センター（試験支援）、JARL 香川県支部(地上系)、香川サット推進クラブ(各

種イベント)。 

 

４．５ 東京工業大学[5] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

宇宙用に設計されたコンポーネントは搭載しておらず、基本的に全て民生品である。 

（２）それはどのような機器か 

自前で設計したもの（構体、基板など）、本衛星専用に製作したもの（CW 送信機など）

を除くと以下のような物が代表的である。PDA、マイコン(H8）、素子(FRAM、IC、MODEM な

ど)、センサ（太陽センサ、磁気センサ、ジャイロセンサなど）、通信機（市販の通信機を

改造している）。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

本研究室の衛星開発において民生品を積極的に採用しているのは、低コスト・短期開発

を可能にするためであり、また衛星を小型化するためである。 

 ある程度リスクを負った上で過去に動作実証のない民生品を宇宙で使用し、その結果を次
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の開発に生かしていくことでこれまでとは違った宇宙開発のあり方を提案・実証し、宇宙

開発の新たな一面を創出することが大学衛星の使命であると考えている。このため、民生

品を搭載するにあたって特別大きな工夫をしているとは考えていない。必要以上の時間を

掛けずに試験・対策を行い、短期間で出来るだけ大きな成果を得ることが出来るよう配慮

をしている。 

 その上で、Cute-1.7+APD II では主に以下のような工夫・対策をしている。 

・各種環境試験を実施した上で打上げること：下の質問に対する回答にて説明する。 

・軌道上実証があるものは積極的に採用すること 

・明らかに問題点がある場合は排除すること（通信機として使用している市販の無線機に

電解コンデンサが搭載されていたため、交換するなどの対応をした） 

・非定常状態を考慮し、対策を行うこと：SEL 対策としての過電流検出回路搭載＆マイコ

ンの相互監視機能、バッテリ枯渇対策としての省電力モードへの自動移行、ヒータ搭載な

ど。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

振動試験、真空試験、温度試験、放射線試験、磁気センサ試験などを行っている。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

基本的に安価な試験装置があれば研究室で購入し、無ければ施設を借りて試験を行って

いる。真空槽、恒温槽については購入していつでも試験が出来る状態にしてある。振動試

験と磁気センサ試験は相模原の JAXA/ISAS の装置・設備を、放射線試験は大阪大学の施設

を借りて試験を行った。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

研究室で購入した試験装置については性能の限界を感じている。現在所有している真空

槽も 10-3気圧程度までしか空気を抜くことが出来ないし、そもそも熱真空試験は実施して

いない。熱真空チャンバが購入できないので、温度試験と真空試験に分けて実施している。

外部の施設を借りて試験を行うものは、移動に伴う苦労を感じている。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

Cute-1.7+APDでは、主に入手のしやすさという点からH8-2328というマイコンを購入し、

搭載した。結果としてこのマイコンの 1 つが放射線障害と見られるトラブルによって動作

を停止してしまった。その点を踏まえて Cute-1.7+APD II ではまず放射線試験を実施した

が、結果としては H8 マイコンは全般的に放射線に弱いという結果が得られた。このため

Cute-1.7+APD II ではマイコンを変更することをせず、回路やソフトウェアにおいて放射
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線対策を実施することにした。 

Cute-1.7+APD II は現在打上げ待ちであるが、この衛星の軌道上での動作によって放射

線対策の基準を作ることが出来ると考えている。 

 このように、大学衛星は開発の長期化と引き換えに信頼性を向上させるのではなく、軌道

上での試験を次の衛星開発を行う際の設計基準として生かす必要があると考えている。 

 地上局ネットワーク（道工大，東北大，東大，東工大，東京電機大，日大，創価大，航

空高専，香川大，高松高専，九大，九工大など）や GENSO（Global Educational Network for 

Satellite Operations）は，欧州 ESA や米 NASA，日本 JAXA などが参加し，主に欧州の学

生が主導して開発が今後期待できる。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 以下の例がある。 

・通信機：（株）コスモウェーブに CW 送信機開発を依頼 

・分離機構：（株）カサタニの製作したものを使用 

・CMG：（株）多摩川精機との共同開発 

・構体：小野電機製作所 

 

４．６ 日本大学[6] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

搭載している。 

（２）それはどのような機器か 

 温度・3 軸ジャイロ・磁気センサ、電流センサ、モデムである。搭載されているものは

送受信機以外ほぼ民生品である。アンテナに関しては自作。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 事前に宇宙空間を模擬した環境試験を行っている。放射線試験、真空試験、振動試験、

温度試験、熱真空試験、長距離通信実験を行っている。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 放射線試験、真空試験、振動試験、温度試験、熱真空試験、長距離通信実験を行ってい

る。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 大学内に施設があるためいくつかの試験は学内で行っている。 

学内の施設：真空試験、振動試験、温度試験、長距離通信実験（他方のアンテナは富士

山 5 合目に設置。日大（千葉）の地上局と富士山 5 合目の SEEDS とで通信実験を行うとい
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うもの） 

学外の施設：放射線試験（都立産業技術研究センター）、熱真空試験（都立航空高専、

アストロリサーチ(株)） 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 適切な（使用条件，環境条件等）施設を探す事が困難、非常にお金がかかる。また、金

額の面から試験施設・条件に制約が生じるため、試験条件を妥協せざるをえない。時間が

かかる試験の場合には加速試験を行わなければならず、試験結果の妥当性に疑問が生じる。

電波暗室、磁場暗室、無重力実験設備、太陽光シミュレータ、スペースチャンバ、音響試

験設備、質量特性測定装置、磁気試験設備があるとよい。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 衛星を海外に送付するのに輸出手続きが面倒。飛行機で輸送する場合も安全性の確認が

大変。 

ロケットごとに振動基準、アウトガス基準、安全基準が異なる。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

技術的な協力は基本的にはしていない。しかし、SEEDS に搭載しているマイクロフィル

ムのみ地域企業のご協力いただいている。 

 

４．７ 龍谷大学[7] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

ブームは、ミッション機器を支持するために搭載する棒状の展開機構である。ブーム本

体のすべての構成部品は、学生が設計し、設計図面を NC プログラムに変換して、本学に設

置されている NC マシニングセンターで、学生自身が加工・製作した。先端に搭載するミッ

ション機器は、JAXA が提供する。したがって、ブーム本体としては、民生品を搭載してい

ない。 

（２）それはどのような機器か 

 ミッション機器には、FMSS（磁気センサ）と MCMR2（モニタカメラ）があり、JAXA が担

当している。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 学生主体の開発を通じての教育・研究ということで、本学の学生が製作できる部分はす

べて手造りという基本方針を貫いている。 
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（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動・真空・熱試験については実施した。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 熱真空試験と振動試験は JAXA 筑波宇宙センターの小型衛星試験棟、温度試験と振動試験

は JAXA の関西サテライトオフィスで実施している。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 筑波や東大阪への旅費が、開発グループにとって大変負担になる。本件場合には、旅費

はすべて指導教員のポケットマネーから支出された。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 50kg 級の小型衛星を、500kg 級の大型衛星を打上げるロケットで打上げを行うため、打

上げの振動基準が小型衛星にとってはきわめて厳しい。小型衛星用の PAF（切り離し装置）

自体に、減衰装置を組み込むことなどが望まれる。 

 技術の継承が問題。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 学生主体の研究・開発という方針から、メーカとは一切協力していない。 

 

４．８ 九州大学[8] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 している。 

（２）それはどのような機器か 

 H8/2638 を始めとして、姿勢検出用のジャイロセンサ、2 次電池としてのリチウムイオン

バッテリなどが挙げられる。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

民生品の中にはすでに宇宙へと上がった実績のある物もあるが、基本的には全て手元に

きてから各種動作試験等を実施している。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動・真空・熱(高温側のみ)の試験施設は十分とはいえないかもしれないが研究室とし

て所有している。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 研究室の施設(実験棟)において実施している。 
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（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 低温側の温度試験、及び放射線試験を行える環境が近くにないことは問題である。また、

真空温度試験を行える環境があるとなお良いとは考えているが大学の研究室としての限界

があるとは感じている。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 物品の発注に関しては製品自体が国内製でないことが多く、納入に時間がかかるので直

接メーカから購入できるような窓口があると非常にありがたい。しかし、小型衛星の開発

が活発化するにつれて解消していく問題ではあると考えている。設計基準に関しては各開

発チームが各ミッションに合わせて設計するのが良いと考える。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 電気回路関係に関して素人なので、地元福岡をはじめ、北は北海道の企業の方々の協力

をいただいている。 

 

４．９ 北海道工業大学[9,10] 

４．９．１ HitSat について 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 分離機構用のラッチングリレー以外は全て民生部品を使用した。 

（２）それはどのような機器か 

 CPU、各種 IC 類、無線機、太陽電池パネル、1 次および 2 次バッテリ、自作太陽センサ、

ジャイロセンサ、温度センサ、磁気センサ、自作磁気トルカ、アンテナ、各種コネクタ類、

ケーブル。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 IC 類は、耐放射線性能を重視して情報収集して採用した。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 CPU(H8)の耐放射線試験、フライトモデルの振動試験、熱真空試験を行った。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 CPU(H8)は、高崎原研で宇宙環境の耐放射線試験をパスしたロットのものを使用した。 振

動試験は、フライトモデルを北海道工業試験所で JAXA に指示された振動モードでの試験を

行い、熱真空試験は(株)植松電機と共同で開発した熱真空装置で行った。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 耐放射線試験をするのに、いろいろな意味で費用がかかりすぎる。 
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（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 企業に発注してパーツを製作してもらうのではなく、一緒に共同開発をしなければなら

ないと感じている。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 (株)植松電機や中小企業の技術者にボランティアとして参加してもらった。 

 

４．９．２ レーザ通信装置 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 搭載部品はすべて民生品を予定している。ただ，モータを使用する関係上、真空潤滑材

などは使用する予定である。 

（２）それはどのような機器か 

 コアレス DC モータ、レーザダイオード、2 次元位置検出素子(PSD)、CPU、各種 IC など。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 環境試験をしっかりと行うこと。CPU の放射線対策としては過電流防止回路、リセット

処理などである。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 現在はまだ環境試験の段階までは到達していない。予定としては、振動試験、熱・真空

試験などは行う予定である。放射線試験は衛星プロジェクト全体として行う予定である。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 振動試験は，北海道工業試験場にて行う予定である。熱・真空試験は衛星開発プロジェ

クトの共同研究者である株式会社植松電機にて行う。放射線試験は現在のところ未定であ

る。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 環境試験の基準がよくわからない。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 「開発」ということではないかもしれないが、小型衛星の「打上げ」に関しては議論す

る必要があるのかもしれない。小型衛星としてのメリットに安価である点や短期開発など

が上げられるが、「打上げ」までを含めた場合、これらのメリットがあまり活かせなくなっ

ているというのが現状だと思う。H-IIA ロケットの小型副衛星公募のようなシステムが今

後も確実に続いていくようならば問題ないが、このようなシステムがない場合、小型衛星
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の打上げはやはり 海外のロケットに頼らざるをえなくなってしまう。衛星のミッション

（搭載機器）によっては輸出規制がかかるのではないかという問題もある。具体的な解決

案というのは思い浮かばないが、このような問題が小型衛星（特に大学などが開発を行っ

ている衛星）にはあるものと認識している。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 本研究の母体である北海道衛星プロジェクトでは産学連携を重視しており、（株）植松電

機や地域のベンチャー企業なども含めた開発体制(下記参照)をとっている。 

 

 

開発主体：NPO 法人宇宙空間産業研究会 

  ｜ 

  ｜－－北海道衛星プロジェクト（宇宙産業創造プロジェクト） 

  ｜   ｜－－レーザ通信 

  ｜   ｜－－小型ハイパースペクトルセンサ 

  ｜    

  ｜－－北海道キューブサット開発チーム（HIT-SAT プロジェクト） 

      ｜－－開発体制（道工大、北大、ボランティア） 

      ｜－－技術提供 

      ｜    ｜－－北海道衛星㈱ （ノウハウ全般、開発資金） 

      ｜    ｜－－㈱エイティーエフ （回路設計全般） 

      ｜    ｜－－(有)アイドマ   （搭載ソフトの開発全般） 

      ｜    ｜－－㈱ビーユージー  （電源回路設計） 

      ｜    ｜－－㈱植松電機    （主として機械加工） 

      ｜    ｜－－JAXA 宇宙科学研究本部 （アドバイザ） 

      ｜ 

      ｜－－環境試験（協力機関・企業） 

          ｜－－北海道立工業試験場（振動試験） 

          ｜－－植松電機・北海道工業大学（熱真空試験） 
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４．１０ 大阪工業大学[11] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 できる限り民生品を利用する予定。目玉である電気推進機は工作センターで学生が設

計・加工した本体をそのまま搭載する予定。 

（２）それはどのような機器か 

電気推進機ヘッド、電気推進機用電源は回路設計は学生・教員で行い、外注予定、磁気

トルカシステムの設計・製作、太陽センサ（リニアセンサ）と３軸ジャイロ、カメラシス

テム（地球センサと高解像度カメラ）、リチウムイオンバッテリ。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 簡単に手に入って（大阪・日本橋にて購入）、軽量、稼動用回路が簡便（学生がすぐ理解、

製作できること）であること。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動試験、熱サイクル試験（恒温槽発注中）、真空試験、トータルドーズ試験、熱・真空

試験は学内で製作検討中。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 トータルドーズ試験以外は学内で行う。トータルドーズ試験は大阪の某メーカに協力頂

く予定。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 基本は、できる限り学内、少なくとも大阪・関西地区で行いたいと考えている。しかし

まだ高エネルギー放射線試験が可能な関西の組織を探索中である。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 まだまだそれぞれの開発組織が（ミッションも含めて）それぞれ暗中模索の状態である。

具体的情報の共有がのぞましい。バス機器の標準システムを早急に構築し、ミッション屋

に提供するべきである。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 電気推進機システムの開発など３社程度に協力を頂いている。 

 

４．１１ 東北大学[12] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 すべての搭載機器は民生用部品をベースに開発しているが、可能な限り実績品を搭載す

るものとする。過去の実績は、JAS-1, JAS-2, WEOS, INDEX, 宇宙研観測ロケット実験など
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の開発経験による。ミッション機器、バス機器の開発においては、衛星搭載用機器（大型・

小型問わず、大学衛星も含む）を開発した経験のあるメーカと協力して実施する。新規に

搭載する部品に関しては真空試験・放射線試験を実施する。他機関（大学含む）が使用し

た部品に関しては試験を原則として省略する。 

（２）それはどのような機器か 

 伸展ブーム、磁気トルカ、地磁気センサ、太陽センサ、GPS 受信機。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 有識者の意見を十分に収集して決断する。他衛星への搭載で不具合を発生した事例など、

文書化されていない情報の収集が大切であり、かつすべての情報を鵜呑みにすることは出

来ないので、自前の環境試験の結果と総合的に判断してトレードオフする。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 以下、実施順に表記。 

1. 単体放射線試験（新規部品に対して。実績品は省略） 

2. 単体真空試験（動作確認実施） 

3. MTM 振動試験（ダミーマスを主構体に搭載し、QT レベルの時間を半分にした PFT レ

ベルで加振。ランダム加振、正弦波加振。主構体の剛性確認と、機器単体の振動レベル計

測が目的。） 

4. 単体振動試験（QT レベルまたは時間を半分にした PFT レベルで。加振条件はダミー

マスを搭載した MTM(= Mechanical Test Model)振動試験の結果から抽出する。加振の前後

で動作確認実施。加振項目はランダム加振、正弦波加振） 

5. FM 温度サイクル試験（動作確認実施） 

6. FM 振動試験（FM 構体に機器を取り付けて実施、レベルは PFT から 3dB ダウンした AT

レベルでの加振。ランダム加振、正弦波加振。動作確認実施) 

7. 熱真空試験は必須としない(SPRITE-SAT は WEOS と内部構造のコンフィギレーション

および受動熱制御の考えが共通しているため、過去の実績を尊重) 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 1. 東京都立産業技術研究センター(ガンマ線) 

放射線医学総合研究所 放射線安全課(プロトン)※ 

  ※放射線取扱者登録が必要。東北大内で健康診断、教育訓練を受けて取得できる。 

2. 東北大学。自前でセットアップした真空層にて実施。 

3. JAXA つくばの小型衛星試験棟にて。試験技師として AES のサポート(有償)で実施。 

4. 宮城県産業技術総合センターの加振機を利用
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（http://www.mit.pref.miyagi.jp/kiki/BE-02/shindou.html）。8 時間(内、技師操作 2 時

間)で\22600。 

5. JAXA 相模原予定。 

6. JAXA つくば予定。 

7. JAXA 東大阪予定。実施しない可能性もあり。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 経験者のアドバイスが非常に有益であり、自己流は時間の浪費につながる。SPRITESAT

では、構造系の設計や試験に関してアドバイザによる支援を得ている。また、つくば小型

衛星試験棟における試験では、JAXA 宇宙実証グループのアドバイスも適宜得ることが出来

る。輸送に関して、キューブサットと異なり、SPRITESAT は輸送トラックを運輸会社に依

頼することになるため、コスト(仙台～東京で片道 10～15 万円)が大きいが、それ以外では

地方というデメリットはそれほど大きくない。 

無重力実験（パラボリックフライト・落下塔)、電波試験を行える設備がほしい。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 JAXA との相乗りにおいては、「システム安全審査」を受ける必要があり、構造的インタ

ーフェースのみにとどまらず、衛星の機構設計など、設計内部に関して JAXA から要求が多

い(しかも設計がかなり進んでいる状況で)。この要求事項に関して、大型衛星の設計を基

準にしたものや、古くから慣例的に受け継がれている多少理不尽な要求もあるため、小型

衛星用として開発者への負担を軽減する新しい仕様が今後必要となる。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 伸展マストの BeCu 金属部品に関して仙台市のシステム計測(株)にて加工。職員の指導に

より、学生自らが実施する体制。システム計測(株)は、宇宙研の観測ロケット実験で同種

の BeCu ブームを提供した実績あり。機器筐体・パネル(ハニカムのぞく)はスター精機

(株)(福島県)に依頼。仙台から 50km 程度。加工だけでなく、機構開発にも積極的に参加。

その他、関東の企業に主なバス機器開発を依頼。顔を合わせた会合も頻繁に行う必要があ

るため、大阪～東京や、福岡～東京の距離ではコスト面においても非常に大変であると予

測。そのほか、搭載計算機(バス系)は(有)ナノテクス（川崎市）、搭載計算機（ミッション

系）は(株)エーディー（相模原市）、カメラは（株）ワテック（鶴岡市）、電源は日本エレ

クトロニクス（多摩市）、構体設計はともや技術法務事務所（相模原市）、GPS 受信機はス

ペースリンク(株)、システムの取りまとめは升本技術士事務所。 
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４．１２ 鹿児島大学[13] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

 している。 

（２）それはどのような機器か 

 ほぼすべて民生部品。CPU は，コアの部分および受信機に PIC。太陽電池は地上用多結晶

Si。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

 UNISEC を母体とした大学ネットワークで情報を共有している。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 熱真空試験（各コンポーネント、衛星全体）、(予定）振動試験（マスト部、衛星全体）。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 振動試験は学内か九州内の会社。熱真空試験は九工大。  

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

人員不足。  

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 新の民生部品を用いて小型化を図っているが、生産ライン向けの部品が多いので、

低入手単位が大きくなってしまう。たとえば、5000 個が 低単位だったりする。また、一

般市場に出てこない部品もある。民生部品メーカのなかには、宇宙で使用することを前提

とした販売を拒否するところがある。 新の民生部品は部品の生産期間が短く、モデルチ

ェンジが早い。設計や試作を進めている段階で、生産中止になって入手困難になるものが

ある。特に、携帯電話用のアナログ部品についてこの傾向が強い。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

 地域のメーカ（藤田ワークス、株式会社エルム、渕上ミクロ、東郷、ＡＲＰ）を中心と

して開発を進めている。受信機はマイクロ波コンポーネント設計工房マイクロラボが担当。 

 

４．１３ 東京大学[14] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

している。 

（２）それはどのような機器か 

太陽電池以外は民生品。太陽電池は Si(単結晶）、GaAs、CIGS。CIGS は市販されておらず、

JAXA から支給してもらった。GaAs は Si の 10 倍くらいの価格。 近 GaAs は価格上昇中。 
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（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

バッテリは Li イオンバッテリで実験してみて使用の可否を判断した。 

CPU は PIC。PIC は機能ごとに搭載し、機能冗長を実現している。PIC は全般的に耐放射線

性がよい（全くダメなタイプもあるので実験で選別した）。 

クリーンルームはクリーンルーム用 HPA フィルタを使用。1 台 10 万円以下。クラス 100 を

実現。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 真空試験（コンポーネント）、振動試験(コンポーネント、衛星全体)、熱真空試験(衛星

全体)、温度試験(コンポーネント、衛星全体)、残留磁気測定(手製)、質量測定、放射線試

験（カリフォルニウム：シングルイベント、コバルト：トータルドーズ）。アンテナパター

ン計測（STM） 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 真空試験、温度試験・振動試験・残留磁気測定・放射線試験（トータルドーズ）：東大。 

 熱真空試験・質量測定：JAXA 相模原。 

 放射線試験（シングルイベント）：JAXA。 

アンテナパターン計測：CRL,航空高専 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 他に必要性を感じている試験としては、アウトガス計測、EMC がある。 

 外部機関で試験をする場合の問題点は装置の空き状況である。移送は今回の場合はハン

ドキャリーのため、問題ではなかった。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

小型衛星では、衛星自身（特に技術的な点）の問題は解決が可能なので深刻ではない。 

問題は、小型衛星のリスク耐性、迅速さを損ねる衛星を取り巻く環境である。 

・安全要求：小型衛星がリスクを許容しても、相乗りの大型衛星から大型衛星級の 

      信頼度を求められるケースがある。 

・事務作業：役所相手の手続きに掛かる手間が大型衛星と変わらない。 

など。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

している。ただし、地域で選別したわけではなく、協力したメーカがたまたま地元であっ

ただけである。 
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４．１４ 九州工業大学[15] 

（１）民生品（部品・コンポーネント）を搭載しているか 

している。 

（２）それはどのような機器か 

電子部品全般。CMOS カメラモジュール、マイコン（PIC）、 EEPROM、無線機。 

（３）民生品を搭載するために工夫していることは何か 

部品選定の段階で、軌道環境に適応できる温度特性を持った部品や過去に小型衛星用に

使用実績のある部品を選ぶように気をつけている。 

（４）どのような種類の環境試験（振動・真空・熱・放射線等）を実施しているか 

 振動，真空，熱に関しては、学内で実施予定。放射線試験については施設使用の目処が

つけば、実施したい。 

（５）環境試験はどこでどのようにしているか 

 上述のように、学内で基本的には実施する。 

（６）試験で問題を感じていることはあるか 

 現段階で環境試験は実施していないので、まだ分からない。 

（７）小型衛星開発を行う上で改善すべきしくみ（発注方法や設計基準など）としてどの

ようなことがあるか 

 小型衛星向けの放出機構。 

（８）地域のメーカ（中小企業）と協力しているか 

まだ、具体的な協力関係はないが、実際に EM や FM を製作する段階で近隣の企業に協力

を求める予定。ミッション機器についてはイギリスサリー大学と共同で行っている。 
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５．面接調査結果概要 

 

 ３．３節に示した 13 の大学・企業の担当者に対して直接面接を行い、意見交換を行った。

そのうちの公開可能な内容については、4 章のアンケートの回答の中に盛り込んだ。また、

複数の担当者から小型衛星設計に関して、２つの書籍の推薦[16,17]があったのでこれを 5

章で紹介しておく。アンケートに含まれない提言として、以下のものがあった。 

 

（１）搭載機器は宇宙工程に準じて製造するが、小回りのきく作業で効率を高め低コスト

化を図る。ソフトウェアや民生部品を活用したシステムを開発し小型化を進め、高性能か

つ高信頼性機器を開発する。信頼性を高めるため、工程内検査として電気試験や熱真空、

温度などの試験を行う。さらに信頼性試験を機器レベルで行うことで信頼度を確認する。 

 

（２）製造設備については施設内に、簡易クリーンルーム（クラス 10 万）、衝撃試験（数

千 Gsrs）装置、簡易熱真空槽、恒温槽を低コストで備えている。他に県の産業技術センタ

ーなどの設備を借用する。このようにして設備にかかる費用を低減する。 

 

（３）小型衛星を考えると、機構、実装、熱、振動衝撃、放射線、帯電など耐宇宙環境技

術が鍵である。特に民生部品を宇宙で使用する場合は通常の認定部品を使用するよりも入

念な防護対策を施す。 

 

（４）センサやアクチュエータの試験に関しては、地方の試験所でも可能かもしれないが、

標準のトレーサビリティがなく、値付けの信頼性がない。産総研のような公的機関がその

ような役割を果たすべきである。 

 

（５）中小企業では、営業力の差から、100 の実力しかないのに 200 の仕事をとってきて

アップアップしているところもあれば 50 もとれずに困っているところもある。200 とって

来たところから 50 しか取れなかったところに仕事を回せるような情報インフラがほしい。

EDI（Electronic Data Interchange）の技術を整備してそのようなしくみが作りたい。発

注仕様書から見積書、競争入札のしくみまで含んだようなシステムは作りたい。産総研の

ような公的なところでそのようなしくみをインフラとして整備することを期待する。 
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（６）外部で試験を行う際の問題点としては、 

 ・移動・滞在コスト（人・試験衛星） 

 ・スケジュールの柔軟性 

 ・不具合発生時の対応（部品や冶具がない） 

などが課題としてある。 

 

６．むすび 

 

小型衛星を開発するために、開発期間の短縮やコストの低減のための工夫が各大学や企

業で行われている。その現状（特に民生品利用の状況）と宇宙環境の各種試験の計画と実

態、小型衛星特有の試験における問題点、要望、制度等の問題に関して調査を文献・アン

ケート・面接により行った。文献調査は 2007 年の宇宙科学技術連合講演会の論文に対して

いった。アンケートはその論文を参考としてメールにより実施し、14 大学 15 グループか

ら回答を得た。また、文献調査に基づき、可能な範囲で 13 の大学・企業に対して面接調査

を実施した。各大学・企業により状況が異なるので総括することは難しいが、現在のわが

国の小型衛星開発の実態と課題を把握できたと判断する。 

 



 

170 

７．文献・資料 

 

[1] 松永，榎本，勝本，静間，城間，斧，藤，村島，森見，山本，黒木：“創価大学におけ

る超小型人工衛星“Excelsior”の開発状況”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，2B01，

2007． 

[2] 石川，中野，若林，宮野：“航空高専衛星 KKS-1 の FM 設計”，第 51 回宇宙科学技術連

合講演会，1B05，2007． 

[3] 桑原，中篠，遠山，田中，白澤，高橋，井口，平田：“小型衛星「かがやき」における

東海大学ミッション”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，1B04，2007． 

[4] 能見，山本，安達：“テザー宇宙ロボット技術実証衛星「STARS」の開発”，第 51 回宇

宙科学技術連合講演会，1B06，2007． 

[5] 西田，芦田，藤橋，尾曲，藤原，山中，根田，田中，前野，上野，萩原，池田，稲川，

三浦，松永：“東工大松永研究室における小型衛星開発の取り組みと今後の方針”，第

51回宇宙科学技術連合講演会，1B12，2007． 

[6] 山崎，荒木，有田，増田，宮崎，松原，中村：“超小型人工衛星SEEDSおよびSPROUTの

開発”，第51回宇宙科学技術連合講演会，1B14，2007． 

[7] 酒井，垣内，園田，杉山，本田，中村，岩丸，中谷，河前：“小型衛星「SOHLA-1」搭

載ブーム・フライトモデルの開発”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，1B17，2007． 

[8] 加藤，鶴田，平山，花田，Jozef C. van der Ha，藤本，湯元，倉原，趙：“オーロラ

帯磁化プラズマ観測衛星-QSAT”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，2B03，2007． 

[9] 三橋，佐鳥，戸谷，石村：“北海道衛星の開発状況”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，

2B06，2007． 

[10] 青柳，加藤，佐鳥，安中，植松：“北海道衛星搭載レーザ通信装置の試作開発”，第

51 回宇宙科学技術連合講演会，3B13，2007． 

[11] 田原：“大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン搭載小型スペースシッププロジェ

クト”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，2B12，2007． 

[12] 坂本，高橋，吉田：“東北大学における宇宙開発プロジェクト～成層圏気球・観測ロ

ケット・小型人工衛星”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，3B02，2007． 

[13] 西尾，藤田，小澤，木下，佐藤：“集中豪雨の予測を目指す超小型衛星の開発 鹿児

島人工衛星開発部会の挑戦”，第 51 回宇宙科学技術連合講演会，3B04，2007． 

[14] 中村，宮下，中須賀，川島，宮崎：“超小型衛星が拓く新しい宇宙利用 ”，第 51 回宇

宙科学技術連合講演会，1B11，2007． 



 

171 

[15] 花田，中島，櫻井，船越：“目指せ九州発の小型衛星：九州小型衛星の会の紹介”，第

51 回宇宙科学技術連合講演会，2B07，2007． 

[16] 升本：マイクロサットシステムとその実現手段，日本ロケット協会，2002． 

[17] 茂原，鳥山：衛星設計入門，培風館，2002． 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

非 売 品 

禁無断転載 

 

平 成 ２ ０ 年 度 

統合即応型宇宙システムの設計製造に係わる 

競争力強化に関する調査研究報告書 

                      

発 行   平成２１年３月 

 

発行者   社団法人 日本機械工業連合会 

      〒105-0011 

      東京都港区芝公園三丁目５番８号 

      電 話 ０３－３４３４－５３８４ 

 

      社団法人 日本航空宇宙工業会 

      〒107-0052 

      東京都港区赤坂一丁目１番１４号 

      NOF 溜池ビル２階 

      電 話 ０３－３５８５－１４８１ 


	Ⅰ：概要
	Ⅱ：本編
	第１章　各国の安全保障に関する宇宙政策
	１．１　米国
	１．２　カナダ
	１．３　欧州
	１．４　ロシア
	１．５　アジア
	１．６　日本

	 第２章　海外の類似システム
	２．１　米国ORSプログラム
	２．２　連続的なデータ取得・データ中継技術
	２．３　ORS運用技術（地上技術）
	２．４　ORS運用技術（IMINT）
	２．５　ロケット・衛星技術
	２．６　ペイロード技術
	２．７　射場

	 第３章　国内のORS技術
	３．１　連続的なデータ取得・データ中継技術
	３．２　ペイロード技術と運用技術
	３．３　運用技術（地上技術）の事例
	３．４　ロケット
	３．５　射場・管制施設

	 第４章　我が国の競争力強化の方策と提案
	４．１　世界のトレンド
	４．２　我が国の競争力強化の方策
	４．３　日本版即応型宇宙システム提案
	４．４　政策的課題と要望

	 第５章　まとめ
	５．１　必要とされる技術要素
	５．２　宇宙（防衛）システムの開発の方向性

	Ⅲ：参考資料

