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[要約] 

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

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

（Operationally Responsive Space）構想を発表している。コンセプトは、開発・配置・

運用に係るタイムラインの大幅縮小である。 

 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口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ち上げシステムの構築をはじめとして、大規模自然災害

時に対応可能な宇宙インフラを整えられる環境をつくるためには、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、ロケットの打ち上げ準備期間の短縮、

性能を維持しつつ製造コストダウンを図るために必要な各コンポーネントの最適化と中小

型ロケットの開発促進が必要となっている。 

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

システムの調査を行い、統合即応型宇宙システムのあり方について検討した。 

①各国の安全保障に関する宇宙政策の調査 

②海外の類似システムの調査 

③統合即応型宇宙システムの設計・製造力強化の方策の検討 

 

本報告書の作成にあたっては、以下の資料を使用している。 

・各国の宇宙政策文書 

・日本の各府省庁の宇宙関連文書 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で調査した欧米の産業支援政策資料 

・過去に（社）日本航空宇宙工業会で作成した各種宇宙産業データ 

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

・米国、欧州の人工衛星、ロケットに関する統計データ 
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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

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
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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

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
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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、 

 ・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 
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 ・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。 

(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
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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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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