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安全保障分野における宇宙利用
−世界の動向と我が国が必要とする宇宙システム（その1）―
はじめに
1）宇宙は、陸海空につぐ第4のフィールド、
フロンティアであり、その開発利用は、科学
技術のみならず、経済社会、安全保障など多
くの分野において多大な貢献をもたらしう
る。しかしながら、我が国においては、通信
放送などの分野では宇宙利用が拡大し社会生
活にとって不可欠な存在となりつつある一
方、防衛分野においては、昭和44年の国会決
議において、我が国の宇宙開発を「平和（＝非
軍事）の目的に限り」行うものとし、防衛分野
における宇宙利用を大きく制約してきてい
る。このような我が国の宇宙利用に対する制
約は、平和＝非侵略とする世界標準からかけ
離れ、我が国の国家戦略上大きな問題を含む
ものとなっている。
当工業会では、このような認識のもと、平
成15年度より、スペースポリシー委員会（委
員長：中山勝矢広島大学名誉教授）において、
「安全保障分野における宇宙利用のあり方」に
ついて検討を開始し、世界各国の防衛分野に
おける宇宙インフラの利用動向について調査
するとともに、我が国が必要とする宇宙を利
用した防衛システム、これを実現するために
必要な制度面の課題について検討をおこな
い、ここでの議論を踏まえ、これまで次のよ
うな意見を各方面に発信してきた。

＜日本の選択肢＞
◎ 我が国の防衛ニーズを分析すれば、防衛分
野においても宇宙システムの利用が不可欠
である。
◎ これを可能にするためには、昭和44年の国
会決議の制約を取り除く必要があり、その
ためには次の選択肢が考えられる。
① 防衛分野の利用を認める新たな国会決議
を採択すること、
② 近年の新たな国際情勢に合致した新たな
政府統一方針を出すこと
③ 包括的な宇宙活動法を制定し、これによ
り防衛分野における宇宙利用の道を開く
◎ 上記3案のうちでは③が一番好ましい。
2）自由民主党宇宙開発特別委員会は、平成
17年10月以降、本件についての審議を集中的
に実施してきている。
同委員会に宇宙平和利用決議等検討小委員
会を設置し、平成18年2月以降4回の検討・論
点整理を行い、本年4月、「新たな宇宙開発利
用制度の構築に向けて（中間報告）」を取り纏
めた。
ここでは宇宙開発の執行体制のあるべき姿
などとともに、昭和44年の宇宙平和利用に関
する国会決議について踏み込んだ検討が行わ
れた。
注目すべきは、当会が発信してきたライン
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（＝防衛分野での利用を可能とする包括的な
宇宙活動法の制定など）と同様な内容が中間
報告に盛り込まれ、今後具体的な立法化が検
討されることとなったことである。
3）以下では上記のテーマを扱ったスペース
ポリシー委員会の検討から、①世界の安全保
障分野おける宇宙インフラの利用動向、②我
が国が必要とする宇宙を利用した防衛システ
ムなどを紹介することとしたい。
2 米国における宇宙の安全保障利用動向
2．1 安全保障における宇宙政策
（1）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。大統領府は、1996年9月に、
「国家宇宙政
策（ PDD-NSC-49/NSTC-8 National Space
Policy ）」
を発表し、地球・宇宙の理解の増進、
国家安全保障の強化・維持、技術力強化、経
済性競争力の向上、自治体及び民間の宇宙技
術への投資の促進、外交政策を支援する国際
協力の推進などを米国の宇宙活動の目標とし
た。また同文書は、「米国は全世界が行う全
人類の恩恵となる或いは平和目的の宇宙活動
及び宇宙利用に専心する。「平和目的」は国家
安全保障及びその他の目標の追求において軍
事活動及びインテリジェンス関係の活動を可
能とするものである。」ことを謳っている。
（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）
※ 1967年に発効した宇宙条約は、軌道上
への核兵器等の大量破壊兵器の設置を禁
止している他、月等の天体の軍事利用を
禁止しているが、各国は「宇宙の平和利
用原則」を「非侵略」と解釈し、各国とも
広範囲の軍事衛星を開発し運用してい
る。
（2）同政策は、①国家安全保障、②政府が行
う非軍事的活動、③商用の3つに対して、宇
宙活動のガイドラインを設け、このうち①に
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ついては、国家安全保障に必要な宇宙活動を
実施し、世界に展開される米軍の活動の支援、
軍事的脅威の監視及び対応、軍備管理及び不
拡散条約の監視等を実行する能力を向上させ
ることが、米国家安全保障における重要事項
であると記されている。
（3）国家安全保障については、更に軍事とイ
ンテリジェンスの二つのガイドラインが示さ
れている。
軍事ガイドラインでは、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で具体的には
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、宇宙システム
の保護、敵対者の宇宙利用の防止等の具体的
活動）、そして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を含む）といったミッシ
ョンを実行する能力を維持することが定めら
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。
（4）この国家宇宙政策を受け、国防総省は、
1999年7月、「軍事宇宙政策（DODD 3100.10
Space Policy）」
を発表した。
「軍事宇宙政策」
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、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
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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。国防総省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。」
（軍事宇宙政策の4.1〜4.3節）
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、国防総省として関係のある
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記述されている。
（5）米国の軍事宇宙利用は、このような政策
にもとづき進められ、イラク戦争などで実際
に活用され、近年、ますますNet Centric Warfare（NCW）の、不可欠かつ重要な一部と認識
されている。
＜例＞ イラク戦争における宇宙利用
Lexington Institute は、2003 年 11 月の ISR
Integration Conferenceにおいて、イラク戦争を
通じて、前線の部隊が宇宙のISR機能（Intelligence, Communication, Navigation, Early Warning, Meteorological）にアクセスする機会が急
増したことを発表した。
これによると、情報を戦域へと伝達する時、
無人機であるGlobal Hawkを遠隔操縦する時、
巡航ミサイルの標的を迅速に変更する時など
に衛星通信が利用された。特にMilstar IIの高
速度・大容量通信が役に立ったという。
一方、イラク戦争では、後述する大型偵察
衛星である 3 機の Advanced KH-11 と 3 機の
Lacrosseが使用されたが、軌道変更を迅速に
行うことが難しいため、貢献度は今ひとつの
ようであった。イラク戦争で画像・信号情報
の取得に活躍したのは、無人機のGlobal Hawk
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や Predator や、有人機の U-2、JSTARS、
AWACS、EP-3、RC-135等であった。
戦域の画像を42000シーン取得、信号傍受
を2400時間（累積）、移動体標的捕捉1700時間
（累積）にもわたり行った。プロトタイプ1機
が投入されたGlobal Hawkは357時間のフライ
トで、計4800シーンを撮像した。無人機のリ
モートタスキング、取得した画像は、全て通
信衛星を介して送信された。
防衛情報システム局（DISA）は、衛星通信
を含む国防総省の長距離通信サービスを調達
した。イラク戦争の中で2003/3/19〜2003/4/18
の作戦行動において使用された衛星通信帯域
の84%は商用衛星通信事業者から調達された
模様である。
2．2 米国の宇宙インフラの現状
米国は宇宙インフラを軍事的に有効に利用
すべく次のようなシステムの整備をしてきて
いる。
1）偵察システム
偵察は一般的にImagery Intelligenceと呼ばれ
ている。偵察衛星としては、光学式の分解能
10cm、重量18t、全長11〜13m の性能を持つ
KHシリーズとレーダー式の分解能8.3m、重
量14t、全長13mの性能を持つLacrossシリー
ズの二種類の大型衛星が開発・運用されてき
た。KHシリーズ衛星は大幅な軌道変更能力
を有し、必要ならば低高度観測により10cm程
度の分解能を達成し各種軍事目標の検出が可
能となっていると言われている。

KH-11

Lacrosse
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これらこれまでの大型偵察衛星は、軍事的
変化を恒常的に観測するには適しているが、
偵察需要が発生した際に即応することが難し
いことが課題となっている。防衛高等計画研
究局（DARPA: Defense Advanced Research Project Agency）は、この課題を解決するため
TACAST（Tactical Satellite）という即応性を重
視した衛星システムの研究開発に取り組んで
いる。TACSATの目標は、点検作業を高度に
自律化・自動化し、配備決定から僅か7日後
には軌道上で運用でき、高分解能画像をリア
ルタイムで航空機へと伝送する能力を有する
小型衛星を開発することである（図2-1）。

TACASTは即応型の衛星システムとして宇
宙システムが攻撃・破壊された際に短時間の
うちに新システムを打ち上げて穴埋めをする
という戦術思想を具体化するものであり、プ
ログラムコストは、打上げ込みで1500万ドル
が見込まれている。このシリーズとして、
TACSAT-1はNRL（Naval Research Laboratory）
が、TACSAT-2はAFRL（Air Force Research
Laboratory）が開発を担当（図2-2）している。
2）信号傍受システム
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

図2-1 TACSATの運用概念図

図2-2
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TACSAT（左：TACSAT-1、右：TACSAT-2）
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ELINT（Electronics Intelligence）の二つの機能
がある。前者は通話・メッセージの発信・送
信源並びに内容の分析を行うためのものであ
るが、光ファイバー整備の向上、パケットス
イッチングや暗号化技術の向上などによっ
て、衛星で通話を傍受することが難しくなっ
てきていると言われている。ただし、オープ
ンソース（ラジオ、衛星電話など）の通話・メ
ッセージについては十分機能を果たしている
ようである。ELINTは主にレーダーの特徴の
把握並びに発信源の特定に利用されている。
FAS（Federation of American Scientists）による
と、Magnum、Trumpetと称するシステムが運
用されているようである。性能については公
表されていない。
3）早期警戒システム
米空軍は、ブ−スト段階でミサイル発射を
探知するDSP（Defense Support Program）とい
う早期警戒衛星を1970年から2004年に打ち上
げられた最終機を含め計22機を静止軌道で運
用してきた。
SBIRS（Space Based Infrared Satellites）は、
現在のDSPを代替する次世代の早期警戒シス
テムで、静止衛星のHigh型と低軌道衛星群の
Low型の二つを組み合わせたシステムで2008
年の配備を目標に開発が進められてきた。だ
が現在では予算的制約により Low 型を中止
し、現在は High 型と楕円軌道衛星（HEO 型、
Highly Elliptical Orbit）の組み合わせとなって
いる。SBIRS の細部は公表されていないが、
スキャン型センサーと凝視型センサーを組み
合わせることにより、ミサイル探知から軌道
計算にいたる時間と精度の大幅な向上が期待
されている。
4）気象システム
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
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省が運用する軍事気象衛星のDMSP（Defense
Meteorological Satellite Program）がある。
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）。
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。
5）移動体検知・追跡システム
地上の移動体を検知し追跡する能力は、有
人機であるJoint STARSと無人機であるGlobal
Hawkによって蓄積されてきた。中心となる
技術はGMTI（Ground Moving Target Indicator）
技術とSAR（Synthetic Aperture Radar）技術を
組み合せた移動体検出技術であるが、衛星に
搭載された事例はない。移動体検知・追跡機
能を備えたSpace Based Radar（SBR）は将来の
NCWを支えるためのカギとなるTransformational Space Systemの一つとして位置付けられ
ている。
SBRは、2010年以降の配備が想定されてい
て、航空機よりも広域をカバーし、殆どの地
域において24時間継続して移動体を検知・追
跡し三次元レーダーマッピングする能力を有
している（図2-3参照）。
6）航行･測位システム
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。2005年
11月現在でNavstar衛星28機が稼動しており、
近代化計画の一環としてBlock IIR型を21機打
ち上げる予定である。IIR型に第二の民事信号
であるL2Cを加えたBlock IIR-Mの初号機が
2005年9月に成功裏に打ち上げられた。更に、
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
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図2-3

JSTARS・UAVとSBRのフットプリントの比較

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。
7）通信システム
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」通信、アンチジャム
機能及び核の状況下での生存性を高めた「Pro-

図2-4
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tected」通信、受信側の環境に最大限応えられ
る応用能力を提供する「Narrowband」通信の3
つのシステムから構成されているが、共通点
は通信速度の向上及びバンド幅の広帯域化で
ある。
➣例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

Wideband通信速度の向上
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LANや偵察写真の送信などに利用してきた。
4機配備され、内2機はバックアップとされて
いる。DSCSシリーズ最後の衛星であるDSCS
3は2003年8月に成功裏に打ち上げられ、次世
代衛星の研究開発が進められている。
DSCS の次の世代のシステムとして WGS
（Wideband Gapfiller Satellite）が計画されてい
る。現在計画されているWidebandの最終目標
であるGBS（Global Broadcast Service）衛星の
実現には解決しなければならない技術的課題
が多く、そのためにWGSを過渡的なシステム
として開発する計画となっている。WGS 1〜
3の3機体制で運用され、2006〜2007年にかけ
て打ち上げる予定である。
図2-4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には無人機UAVと直接通信する機能は

図2-5
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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。
➣例2：Protected衛星通信システム
Protected衛星通信システムは、Milstarとい
う大型静止衛星を用い秘匿の音声・データ・
ファクスを送受信する軍事衛星通信の中心的
役割を担っている。同衛星はアンチジャム機
能に加え核戦争状況下でも使え、衛星間リン
ク機能を備えており、米軍が係わった最近の
紛争においては、無人機が取得する画像の伝
送に利用されていたがが、現在では低データ
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2001
年以降運用されている。
通信衛星AEHF（Advanced EHF）は、Milstar
2の後継機として開発が進められており、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

Protected通信速度の向上
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可能とする。当初は6号機まで計画されたが、
2006 年 1 月現在では 3 機配備予定である。
AEHFの次の通信衛星としてTSAT（Transformational Satellite）が計画され、XDRを更に高
速・大容量化した XDR+ が計画されている。
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 秒以下となる
（図2-5参照）。
通信衛星TSATは、大容量、超高速、安全
な世界規模の通信網を構成し、NCW構想を実
現する基幹システムとして位置付けられれ、
現有システムの100倍近い能力の向上を目指
している。
➣例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
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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。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。MUOS衛星は2007年から2010年
にかけて打上げ予定である。
※ 以下、「欧州等における宇宙の安全保障利
用動向」「我が国が必要とする宇宙システ
ム」などについて、次号で紹介する。
［（社）日本航空宇宙工業会
技術部部長（宇宙担当）

坂本

規博］
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安全保障分野における宇宙利用
−世界の動向と我が国が必要とする宇宙システム（その２）―
５月号の「米国における宇宙の安全保障利用動向」に引き続き、今月は「欧州・アジア
における宇宙の安全保障利用動向」について紹介することとしたい。
１．欧州における宇宙の安全保障利用動向
1.1 欧州にける宇宙政策の推進主体
欧州における宇宙プログラムは、
（1）ESA
（European Space Agency）を通じた国際協力プ
ログラムと、
（2）各国が実施する国家プロジェ
クトに大別され実施されていた。両者の連携
は、従来、必ずしも連携したものではなかっ
た。しかし、欧州の役割強化の観点から宇宙
インフラの重要性が認識され、1990年代終わ
り頃より、欧州統一的な宇宙活動を志向する
動きが出てきた。
具体的には、1999年12月、欧州委員会（EC）
とESAは、欧州の宇宙戦略の共同作成を開始
し、以降、両者の協力の下、欧州における宇
宙政策が進められている。
機関
ESA

2001年12月発表された「Toward a European
Space Policy」は、欧州統一的な宇宙活動を進
めることとし、ESAをEUプログラムの執行機
関として位置づけ、ESAプログラムへのEU資
金の投入を可能とするなどの方向を打ち出し
た。また、安全保障分野では、2003年11月の
「White Paper on European Space Policy」で、安
全保障を重視する方向に欧州宇宙政策を発展
させることを明らかにした。
現在、EUは、経済面を意識した（政治、安
全保障という面も含む）宇宙利用を主導し、
ESAは、欧州の政府間協力の中核的存在とし
て長期的な研究開発を行う組織として整理さ
れつつある。ESA/EU/各国の宇宙プロジェク
トの分担を下図に示す。

プログラム
科学、実用：通信（Artemis）
、
気象（Metop）、
航法（Galileo）、
環境（GMES）
、

特徴
長期研究開発、研究〜実用プロセス、
汎用技術、実用システム
（Arianespace, Eumetsat, Eutelsat）に対する
支援

安全保障、
有人宇宙飛行、
打上ロケット
EU

実用システム:
（植生検知センサー、Galileo）
世界戦略システム:

中期研究開発、商業化促進、政治的価値の
追求、安全保障面からの利用
（Torrejon Satellite Center）

（Galileo, GMES）
各国

国家目標に基づく民事/軍事
応用プログラム:
（SPOT, Helios, Pleiades-Cosmo）
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短･中期研究開発、限定的、主としてフランス
世界政治からの判断、軍事/汎用技術問題が
存在

平成18年7月

1.2 欧州における宇宙プロジェクト概要
次に宇宙防衛プロジェクトの概要につき、
（1）EU/ESAの安全保障関係宇宙プロジェク
ト、
（2）欧州協力による宇宙防衛プログラム、
（3）欧州各国の宇宙プログラムに分類し、そ
の動向を記述する。
1.2.1 EU/ESAの安全保障関係宇宙プログラム
＜例１＞ガリレオ（GALILEO）
① ガリレオは、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・測位システムである。安全保障
活動にも、下記分野で貢献することが期
待されている。
A テロ
：物流監視
B 戦争・紛争 ：部隊・救助隊の位置把
握、敵・味方識別
C 事故
：航空・船舶・列車等の
運行管理・管制、サー
チ＆レスキュー
米GPS、露GLONASSは軍事目的で、軍
が運用管理を行っているが、ガリレオは
民間による運用管理を主体とした軍/民両
用システムである。このため、中国、イ
ンド、韓国などの国からの投資を呼び込
むことにも成功した。
② 開発、運営等の計画は次のとおり。
・ 地上施設を含む開発・打上げ等の総経費
は34億ユーロで、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
が増加する仕組み
・ 2002〜2005年の開発実証段階に必要な経
費12.5億ユーロはEUとESAが折半する。
ユーザニーズ把握のために実証衛星
（2005年12月にGIOVE-A が成功裏に打ち
上げられ、GIOVE-B は 2006 年打上げ予
定。）を打上げる他、実運用型衛星4機及
び地上インフラを開発し軌道上で機能実
証する
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・ 2006 〜 2007 年の衛星配備段階の予算は
21.5億ユーロであり、政府が1/3、民間が
2/3を負担する。民間の負担額のうち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を充当
・ 2008年に一部サービス開始、2011年から
フルサービス提供予定
・ ガリレオ事業運営会社は当該システムを
20 年間無償で商業利用する権利を取得、
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赤字補填
＜ 例 ２ ＞ Ｇ Ｍ Ｅ Ｓ（ Global Monitoring for
Environment and Security）
① GMESは、下記事項の達成を目的として
いる。
A 欧州および各国の環境・安全保障政策
を進めるために、政策／意思決定者が
必要な地理空間的情報を欧州独自に提
供
B 国際的なGEOSS（全地球観測システム）
へ貢献
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
取得する情報を最大限利用することとし
ている。
② 開発運営等の計画は次のとおり。
・ 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と称する異なる機
能を有するシステムを組み合わせる構想、
例えば、GMES-1はSentinel-1（Cバンドを
用いたインターフェロメトリ・レーダー
ミッション）とSentinel-3（高度計、マルチ
スペクトル・イメージャー、海面温度セ
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ンサー）によって構成する予定
・ Sentinel-2（マルチスペクトル陸域観測）、
Sentinel-4（静止軌道からの大気化学組成
観測ミッション）、Sentinel-5（低軌道から
の大気化学組成観測ミッション）がフォ
ローオンとして計画
・ 先ずはGMES-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
・ 2009〜2013年に他のサービス・機能を順
次追加
1.2.2 欧州協力による宇宙防衛プロジェクト
安全保障分野においては、自由な宇宙への
アクセス及び自立的な宇宙利用が重要であ
り、基礎的宇宙技術能力を維持することが必
要となる。欧州においては、研究開発活動に
加えて、民生技術の宇宙転用、及び欧州各国
間の協力体制の構築等により、必要な軍事シ
ステムを効率的に開発･運用することを指向
しているところに大きな特徴がある。
欧州協力によるプロジェクトの概要を紹介
する。
＜例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により宇宙支出の削
減を迫られる中で、各国で衛星を協力･運
用することにより取得データに対する権利
を共有し、経費の効率化を図る動きがある。
フランス、ドイツ、イタリアの三国は、フ
ランスのHelios、ドイツのSAR Lupe、イタ
リアのCOSMO-SKYMEDという偵察衛星
を協力・運用し、偵察カバー範囲の拡大、
観測頻度の改善を図っている。各国は、各
衛星の任務（どこを観測するか）をその衛
星の所有国に依頼できる権利を有すること
から、結果的に3機の偵察衛星を運用して
いるのと同等の効果を期待できることにな
る。Helios 2の出資者であるベルギー、ス
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ペイン、ギリシャもその権利を行使するこ
とができる。
＜例２＞仏・ベルギー・ノルウエー・スペイ
ンの軍事通信衛星における協力：
フランスは、遠隔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
Agoraを検討していたが、その後、Agoraか
らAthenaへと衛星の機能を縮小し軍事専用
衛星として開発･運用することに方針を変
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、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調達する予定である。
＜例３＞NATOの通信衛星：
北大西洋条約機構(NATO)は、従来、独
自の衛星を軍事通信目的で調達・運用して
きた。（1991年打上げのNATO 4A、1993年
打上げのNATO 4Bまで）
しかし、「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
ビスを束ねることでNATOの衛星通信需要
を満たすため、今後の独自衛星の運用を中
止した。
1.2.3 欧州各国の国別プログラム
各国が独自に実施している宇宙軍事プログ
ラムの概要を示す。
●フランス
フランスは、欧州最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
密接な関係を保ち、相乗効果を期待している。
国立宇宙研究センターであるCNESには国防
省防衛調達局（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。
（1）通信
軍事通信衛星として Syracuse シリーズを
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1984 年から運用を開始した。Syracuse 1 は
Telecom 1A、 1B 及 び 1C に 、 Syracuse 2 は
Telecom 2A、2B、2C及び2DにXバンドEHF
ペイロードを搭載してきた。3機が計画され
ているSyracuse 3はSHF及びEHFトランスポン
ダーを搭載した専用の通信衛星として開発さ
れている（Syracuse 3Aは2005年10月にアリア
ン5にて打ち上げた）。
（2）偵察
光学式の偵察衛星Heliosシリーズを1995年
から運用している（1995 年に Helios 1A を、
1997年にHelios 1Bを打ち上げた）。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、各国は費用負担
に応じた時間を使用することができる。後継
機であるHelios 2Aの打上げは2004年に、2B
は2008年に予定されている。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。コスト低減のた
め、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てい
る。民用地球観測衛星Spotシリーズの後継機
として、重量 1t、分解能 70cm の光学式衛星
Preiadesが2008年から運用に入る予定である。
（1A及び1Bの2機打上げ予定で軍民両用とい
う特徴を持つ）。
（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、レーダーの信号を
トラッキングする実験を行った実績がある。
2004年末に新たなELINT技術実証のため、小
型衛星4機から構成されるEssaimを打ち上げ
ている。

第631号

（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。
●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し、独自の通信衛星を持
つことを最近決定した。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。衛星2機の建造、打上げ、および10
年間の運用がパッケージとして契約される予
定である（同契約には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）。
（2）偵察
国防省の防衛・技術調達局は、2001年末に
レーダー式の偵察衛星の実現に向け OHB
Systemsと偵察衛星SAR Lupe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機から構成される（打上げはロシア
のKosmon-3Mを用いて2006年に予定）。打上
げを含むプログラムコストは2億9千万ユーロ
と報じられている。
●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
の運用では最も歴史が古い国である。1960年
代から独自の軍事通信衛星Skynet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。
Skynet5 は宇宙分野で初めて PFI（ Private
Finance Initiative）という手法が適用されてい
る。衛星製造を担当するEADSを中心とする
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企業コンソーシアムである Paradigm Secure
Communications 社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2-6参照）。
国防省はParadigm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Paradigmに株式投
資し、銀行が貸付を行うという組合せである。
Skynet 5の打上げが2006年にずれ込んだため、
国防省はSkynet 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。

図2-6

Skynet 5の事業形態

（2）偵察
イギリスは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（費用対効果の高い地球観測衛星の研
究開発に特化）。2005年10月に打ち上げられ
たTopSat（ 重量125kg）は17km×17kmの地域
を白黒で2.5m、カラーで5mの分解能で撮像
可能な小型衛星である。BNSC及び国防省が
1500万ポンドを供出して製造・打ち上げられ
るTopSatの主契約者はQinetiQ（前身は軍事研
究所のDARA、民営化されて現在の会社とな
った）、衛星製造はSSTLが担当している。衛
星重量当たりの分解能が非常に高く、同様の
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性能を持つ大型衛星の1/5のコストと言われて
いる。
●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、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SITAB
Consortiumである。SICRAL 1Aは2001年2月
に打ち上げられ、SHF、EHFおよびUHFを同
時に運用可能である（同型機のSICRAL 1Bは
2006年に打上げ予定）
。
（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を計画してい
る。COSMO-SKYMEDも当初は光学式とレー
ダー式が混在するシステムを目指していたよ
うであるが、予算不足により、フランスとの
共同プログラムへと形を変えた。フランスと
の二国間共同プログラムは Orfeo と呼ばれ、
仏Preiadesと伊COSMO-SKYMEDから構成さ
れる予定である。COSMO-SKYMEDは計4機
のXバンドSAR衛星から構成される予定であ
る。
●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てき
た。近年は宇宙活動も再び活発になり、2004
年には11機もの軍事衛星を打ち上げるまでに
なった。ロシアの場合、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
か正確にはかる事は欧米よりもはるかに困難
である。
（1）通信
軍事通信システムとして、静止衛星である
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Radugaシリーズ、高緯度地域の通信に有効な
Molniyaシリーズ（45度間隔の軌道面に8機配
備し、途切れない通信を提供）、高度1400km
傾斜角82.6度に6機配備されているStrelaシリ
ーズという 3 種の通信衛星を運用している。
Strelaは1985〜1998年にかけて約120機打ち上
げられたと報じられている。
（2）偵察
ロシアは1960年代から偵察衛星としてZenit
2シリーズを数多く打ち上げてきた。この種
の衛星を最も多く打ち上げた国であり、ソ連
邦崩壊までに800機以上が打ち上げられたと
報じられている。ソ連邦崩壊以降は財政事情
の悪化と衛星寿命の増大によって打上げ数は
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
るが詳細は不明である。
（3）信号傍受
ELINT（電子偵察：Electronics Intelligence）
を目的とした衛星としてTselina衛星群を1970
年代から運用し、高度630km、傾斜角81度の
軌道に6機配備されている。
（4）早期警戒
早期警戒衛星として、Oko衛星群とPrognoz
シリーズ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、2005年現
在では2機運用されている模様である。
（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と呼ばれ、高
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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。最新
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。
2． アジアにおける宇宙の安全保障利用動向
●中国
中国は軍事宇宙活動を公式に認めていな
い。有人宇宙飛行を成功させた神舟5号（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
されている模様である。2004年に打ち上げら
れた地球観測衛星ZY-2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。Cバンド及びUHFバンドのトラ
ンスポンダーを有する Chinasat-22（中国名
Feng Hou 1）は軍事通信衛星であると言われて
いる。2004年に中国が打ち上げた衛星数は10
機で過去最高となった。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
いるか自国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。
●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。インド最初の軍事宇宙
システムは、2001年に打ち上げられたTES-1
（Test Evaluation Satellite 1）が偵察衛星のプロ
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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及び2の開発を5千万ドル
の予算で進めている。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。
３．おわりに
1）欧州においては、
➢ 宇宙開発･利用分野において EU 及び
ESAの連携が強化されている。又自立
的な宇宙基盤技術を維持するために、
汎用技術の発展転用を指向している。
➢ 各国(特にフランスが熱心)において安
全保障分野に於ける宇宙利用プロジェ
クトが計画･推進されている。
2）ロシアにおいては、
➢ 冷戦構造時代は積極的に宇宙開発･利
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用を推進し高度な技術を蓄積したもの
と推定されるが詳細は不明。商業打上
市場への進出を図っている。
3）アジアにおいては、
➢ 安全保障･外交等の観点から、中国は
宇宙プログラムを重視。広範囲･活発
な宇宙活動を展開している。第三番目
の有人宇宙国になる等高度な技術を取
得している模様。
➢ インドも活発な宇宙活動を展開。低価
格な打上ロケットにより商業打上市場
で健闘。
※以下、これまでに述べた欧米・アジアにお
ける安全保障利用動向を踏まえ、次号では
「安全保障利用において我が国が必要とす
る宇宙システム」などについて紹介する。
［（社）日本航空宇宙工業会
技術部部長（宇宙担当）坂本規博］
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安全保障分野における宇宙利用
−世界の動向と我が国が必要とする
宇宙システ ム（ その 3 ） −
8月号の「欧州・アジアにおける宇宙の安全保障利用動向」に引き続き、今月は最終回
として「安全保障分野において我が国が必要とする宇宙システム」について紹介すること
としたい。
1．新たな脅威と宇宙システムの必要性
宇宙の平和利用を「非軍事」と解釈し、防衛
庁の宇宙利用を「一般化原則」の範囲に限定し
てきたが、後述するように我が国がおかれて
いる安全保障環境等も変化していることも有
り、防衛分野に於ける宇宙利用を白紙的な立
場から検討した結果を報告する。
最近、中国の台頭や朝鮮半島情勢の不安定、
テロの増大や紛争拡大など、我が国を取り巻
く安全保障環境が変化（新たな脅威の発生）
してきた。
これらの環境変化により、弾道ミサイル防
衛における警戒監視能力の強化、防衛通信ネ
ットワークの強化、及び測位システムの独自
性確保など、地上を補完する宇宙システム利
用の必要性が拡大してきている。
それにつれ、新たな脅威に対する防衛力の
構築や日米安全保障体制の同盟強化の確認な
ど、我が国の安全保障政策も見直しを迫られ
ている。
また、防衛庁は，平成17年度の防衛白書で、
「新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
と本格的な侵略事態への備え」と題して、自
衛隊の対処のあり方等について述べている。
これをもとに、米国、欧州、アジアなど世界
の趨勢を考慮して宇宙活用のニーズを分析し
たところ、多くの局面で宇宙システムの必要
性が明らかになった。
防衛の視点から、宇宙インフラの利用を考

えた場合、電波情報収集、通信・データ中継、
偵察・監視、測位、気象・海洋観測、BMD早
期警戒・追尾・識別に大別することができ
る。以下に、分析結果をミッション毎に、宇
宙システムの必要性と課題について紹介す
る。
●ミッション例1：電波情報収集（周回衛星，
成層圏飛行船）
（ア）必要性
防衛にとって脅威の情報を早期に入手しそ
の監視、識別、行動予測をすることは勝敗
を決する重要要素である。脅威側の使用す
る電波情報を収集し、通信の頻度、周波数
等の電気的特性、交信内容等を分析するこ
とにより、有用な情報が得られる。相手国
の深部からの情報を攻撃の脅威にさらされ
ることなく入手することは他の手段では不
可能で、宇宙システムによる収集が必要で
ある。また電子戦に不可欠な基礎データ
（脅威装備と使用される電波特性との対応
データ等）取得にも必要である。
（イ）今後の課題
防衛独自ニーズであり航空機搭載等の器材
では実績があるが、衛星搭載の電波情報収
集は我が国では経験が無く、大型アンテナ
等コンポーネントからの大規模な研究開発
が必要である。
●ミッション例2：通信
（静止衛星、周回衛星、
成層圏飛行船）
11
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（ア）必要性
必要な部隊が必要な情報を共有するネット
ワークセントリック構想を実現するために
は、通信の高度化が必須の要件である。衛
星通信は、伝送容量が大きく取れること、
地形・地上構造物の遮蔽の影響が少なく、
遠隔地との通信可能なこと、狭ビームであ
れば傍受の可能性が少ないこと等多くの長
所があり、広域通信システムの一環として
衛星通信は不可欠なシステムである。
（イ）今後の課題
地上、海上局間の通信は民生衛星技術で実
現済み。航空機等搭載の小型・高データレ
ート通信についても実用化が進んでいる。
今後より広い帯域確保が必要となる可能性
は大きいが、現状の技術を発展させていけ
ば解決できると考えられる。防衛独自ニー
ズである秘匿性・耐妨害性等は、技術的に
脅威側との追いかけっこであり、継続的研
究開発が必要である。
●ミッション例2：通信中継（静止衛星、周回
衛星、成層圏飛行船）
（ア）必要性
単独の衛星通信では実現できない遠距離と
の通信は、地上局を中継器として利用して
複数の衛星を介する通信によっても実現で
きるが、地上局を介することは、妨害や盗
聴の危険性が高まるため、機密情報の通信
には衛星等を利用した中継が必要である。
また、低高度衛星と通信中継衛星の組み合
わせたシステムは、静止衛星に比べ通信遅
れを小さくすることができるため、タイム
クリティカルな防衛用途には重要である。
（イ）今後の課題
光通信、大容量化等の技術は必要であるが、
衛星通信の技術をベースに開発可能と考え
られる。
●ミッション例3：偵察･監視（周回衛星、成
層圏飛行船）
（ア）必要性
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防衛にとって脅威の情報を早期に入手しその
監視、識別、行動予測をすることは勝敗を決
する重要要素である。専守防衛の日本におい
てはこの必要性は特に高い。相手国の深部か
らの画像情報を攻撃の脅威にさらされること
なく入手し、航空機･艦船等の移動状況、ミ
サイル発射準備状況、部隊の集結状況、特殊
施設稼動状況等を把握することは他の手段で
は不可能で、宇宙システムによる収集が必要
である。
（イ）今後の課題
センサの高性能化等が必要と考えられる
が、基本的には現在実現されている情報収
集衛星の技術を発展させたシステムで実現
可能である。高解像度等特殊ニーズや即時
性を求められる場合、小型低高度衛星等防
衛独自システムの開発が必要である。
●ミッション例4：測位（周回衛星）
（ア）必要性
航空機、艦艇、精密誘導兵器等あらゆる防
衛システムの運用が精密化・高度化してい
くにつれて、位置、正確な時間を把握する
ことが必要不可欠となっている。位置・時
間情報を最も効率的且つ高精度に提供でき
る測位衛星は米国のGPSシステムに依存し
ているが、我が国独自の開発運用が必要で
ある。
（イ）今後の課題
総合科学技術会議事務局において，「我が
国における衛星測位システムのあり方につ
いて」として安全保障も考慮した形で、準
天頂衛星等の検討が進んでいる。
●ミッション例5：気象（静止、周回衛星）
（ア）必要性
気象は防衛行動に大きな影響を及ぼし、脅
威の行動予測、自らの行動計画の為に、遠
隔地の気象を把握すること、及び未来の気
象を予測することは非常に重要である。気
象衛星は、広範囲にわたる気象情報を把握
することが可能で、防衛に不可欠である。
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（イ）今後の課題
民生との共用が可能であり、現在のリモー
トセンシング技術を発展させて行けば技術
的問題はないと考えられる。
●ミッション例6：BMD早期警戒（静止衛星）
（ア）必要性
弾道ミサイルの確実な迎撃には、できるだ
け早期に弾道弾の発射を探知し、軌道・着
弾点を予測することが必要である。現在、
米国では弾道ミサイルの発射探知には世界
に配備された早期警戒衛星が使用されてい
る。特に、脅威国奥地の遠距離地点から発
射される中･長距離ミサイルや発射基地が
広範囲に広がっている場合は、地上や航空
機からの探知には課題が多く、早期警戒衛
星による早期探知が必要である。
（イ）今後の課題
米国は運用中であるが、日本での開発経験
は無く、新たに国産する場合には大規模な
研究開発が必要である。
●ミッション例6：BMD追尾・識別（周回衛
星）
（ア）必要性
早期警戒衛星は、弾道弾の発射直後の情報
を捕える機能であり、中間軌道以降は、他
の手段で追尾し、より確実に着弾点を把握
するとともに、識別（デコイ、ブースター
等と弾頭との区別）をする必要がある。特
に、脅威国奥地の遠距離地点から発射され
る中･長距離ミサイルや発射基地が広範囲
に広がっている場合は、地表面や航空機か
らの追尾には課題が多く、BMD追尾・識
別衛星が必要である。
（イ）今後の課題
米国が開発中であるが、日本での開発経験
は無く、新たに国産する場合にはセンサ、
追尾技術等大規模な研究開発が必要であ
る。
以上、我が国が必要とする宇宙システムの
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必要性・課題について記述したが、事業性、
実現性、運用方法等を検討するためには、技
術及び運用の側面からの詳細検討及び「宇宙
の平和利用原則」との整合性の検討が必要で
ある。
2．現状のわが国の安全保障に適用可能な宇
宙システム
防衛の視点から宇宙システムの必要性及び
課題につき概説したが、防衛衛星システムを
実現するためには高度な技術が必要とされ
る。現在我が国においては防衛宇宙システム
を念頭において研究・開発が実施されている
わけではないが、現在各種の衛星システムが
研究・開発・運用され、相応の成果を上げて
いることから、宇宙分野の技術的レベルは相
当程度高いと考えられる。2005-2006年度にか
けて、当工業会で検討した結果においても、
一部の技術開発要素の大きい衛星を除きほと
んどは国産技術で構築できると結論してい
る。
我が国の安全保障分野における宇宙利用を
具体的に検討する時には、改めて技術力を評
価することが必要になるが、現在推進されて
いる主要な宇宙システムを紹介する。
●例1：情報収集衛星システム
情報収集衛星システムは、2003年3月に2基、
9月11日に3基目が打ち上げられた。来年2月
に4基目が上がると、地球上のどこでも1日1
回の撮影が可能となる。
情報収集衛星システムについては、詳細は発
表されていない。情報収集衛星一号機の運用
経験から、宇宙における画像補正等の高分解
能化に必須な技術についてもノウハウを蓄積
し、情報収集衛星として必要な機能・性能を
有するシステムを開発・運用が可能であると
想像される。
●例2：準天頂衛星システム
準天頂衛星システムは、平成22年度に打上
が予定されている測位衛星システムである。
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3機の衛星を準天頂軌道に配備すると、1機の
衛星が日本上空のほぼ天頂に存在することに
なり、米国のGPSを補完する衛星測位情報を
提供することが可能となる。ビルや山陰の影
響をほとんど受けない高仰角から、高精度な
位置情報の配信サービスを提供する新しいIT
インフラである。7 機の衛星を配備すれば、
独立した測位サービスの提供が可能となる発
展性も有する。
国土管理や国民の安全・安心、あらゆる経
済活動の効率と質の改善、新ビジネスの拡大
による経済の活性化と国民生活の質の向上が
期待され、交通分野では、プローブ情報収集、
緊急通報（SOS）、道路情報・地図更新情報配
信、放送分野では、災害時放送、緊急警報、
公共分野では、緊急通報・危機管理（日本版
E911）、緊急車両の運行支援、測量分野他で
は、高精度位置測量、高精度地図データ作成、
防災観測データ収集などが期待される利用分
野である。

国際社会におけるわが国の安全保障や危機管
理上の自律性を保持するのに不可欠で、巨大
システムを高い信頼性で運用する技術を維
持・向上させ、科学技術創造立国の実現に貢
献し、国の矜持を高めることに貢献する。
H-ⅡAロケット標準型は、静止軌道に約2
〜3トンの人工衛星を打ち上げる能力を持ち、
低軌道への大型衛星投入や、複数衛星の同時
軌道投入も可能で、幅広い運用が可能である。
H-ⅡBロケット（H-ⅡA能力向上型）は、国際
宇宙ステーション補給システム（HTV）を打上
げ、かつ国際競争力を確保することを目的に
官民共同で開発しており、静止軌道に約4ト
ンの打ち上げ能力を持つ。

H-ⅡAロケット（JAXA）
準天頂衛星システム（新衛星ビジネス㈱）
●例3：H-ⅡAロケット
H-ⅡAロケットは、9月11日の情報収集衛
星打ち上げで10機目となるわが国の基幹ロケ
ットで、わが国が宇宙空間への独自アクセス
を可能とする宇宙輸送手段でもある。国民生
活の安心・安全に不可欠な情報収集衛星、気
象衛星、通信衛星等をわが国が独自に打ち上
げる能力を将来にわたって維持することは、
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●例4：M-Vロケット
M-Vロケットは多段式の固体ロケットとし
ては世界最大級で、低軌道に1.8トンを打ち上
げる能力があり、世界で唯一惑星探査にも対
応可能な固体ロケットである。1955年のペン
シルロケット水平発射から半世紀にわたって
蓄積した純国産技術で開発され、わが国の科
学衛星等、小型衛星の打ち上げ手段として運
用されている。固体ロケットは即時打ち上げ
要求に対応可能であり、かつ打ち上げが延期

平成18年10月

された場合でも迅速に再開が可能という特長
を持つことから、打ち上げ可能時期が短い科
学衛星に適するロケットといえる。一方、固
体ロケット技術は世界的には戦略技術ともみ
られており、大型固体ロケットを開発する技
術は、総合的な安全保障の観点からも必要な
技術と考えられる。M-Vロケットを、科学衛
星を中心とした小型衛星打ち上げ手段として
運用しつつ、後継機の新規開発を行うことに
より、固体ロケット技術の継続的な向上を図
ることが可能となる。

第634号

した推進系を採用、誘導系、フェアリングに
は国産ロケットで実績がある国内既存技術を
活用している。また、国内の他ロケットと共
通技術が少なく、他ロケットの事故からの水
平展開・確認作業による打上げ停止の可能性
が低いため、我が国として間断のない宇宙空
間への打上げ能力の保持を可能とするロケッ
トラインアップの1つとなる。

GXロケット（㈱ギャラクシーエクスプレス）

M-Vロケット（JAXA）
●例5：GXロケット
GXロケットは、平成20年の打ち上げに向
け現在開発が進められている。太陽同期軌道
など低軌道への中小型衛星打上げに最適な中
型ロケットである。
GXロケットには国際的に信頼と実績のあ
る技術が適用され、信頼性の高い打上げを提
供する。1段には70機以上連続成功している
米国のアトラスロケット技術とロシア製の完
成度の極めて高いエンジンを採用。2段には
安全で取扱いが容易な液化天然ガスを燃料と

●例6：成層圏飛行船システム
成層圏飛行船システムは、現在研究中のシ
ステムである。警戒・監視やデータ伝送・通
信中継など多目的に使用可能なプラットフォ
ームとして、防衛用途のほかに通信・放送や
各種観測などの民生用途でも高い利用価値が
考えられ、近年、各国で研究開発が進められ
ている。成層圏飛行船は、地上20km程度の高
空で半径1km程度の一定空域に無人の飛行船
を常時滞空させ、1年以上の長期に渡って連
続運用使用とするものである。軌道周回衛星
や静止衛星、高度10km程度を飛行する固定翼
機、そして高高度の固定翼無人機など既存の
インフラと有効に組み合わせることにより、
新しい防衛体系を構築することができる。な
お、成層圏飛行船は、プラットフォームとし
て広い利用価値があることから国内でも古く
から研究が行われており、1990年代に入って、
郵政省（現総務省）を中心に通信・放送分野へ
の適用が検討され、通信・放送などにおいて
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地上受信局からの最低仰角を 5deg とした場
合、7機で日本全土をほぼカバーできる優れ
たインフラである。

成層圏飛行船（JAXA）
3．まとめ
以上、3回に亘り、欧米・アジアの動向と
我が国の安全保障分野における宇宙利用のあ
り方について考察してきたが、纏めると次の
ようになる。
●最近我が国を取り巻く安全保障環境が変化
（新たな脅威の発生）してきた。
・ 中国の台頭や朝鮮半島情勢が不安定
・ テロの増大や紛争拡大が懸念、など
●それにつれ、我が国の安全保障政策も見直
しを迫られている。
・ 新たな脅威に対する防衛力の見直し
・ 日米安全保障体制の同盟強化の確認（相互
補完）
●環境変化により、地上を補完する宇宙シス
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テム利用の必要性が拡大してきた。
・弾道ミサイル防衛における警戒監視能力の
強化
・防衛通信ネットワークの強化
・測位システムの独自性確保、など
●従って、早急に安全保障環境の変化に対応
した、今後10-20年を見据えた「我が国の防
衛のための宇宙利用のあり方（防衛宇宙ビ
ジョン）」を策定することが望まれる。
当面、わが国の安全保障の為に最低限必要
な宇宙システムは次のようなものであり、平
成22年度からの次期防衛計画に盛り込まれる
ことを期待したい。
①偵察衛星（画像偵察、電子情報収集など）
②早期警戒衛星
③通信衛星（部隊間通信、情報配信用通信な
ど）
4．参考文献
・平成17年度スペースポリシーに関する調査
報告書（国家安全保障を中心として）
／（社）日本航空宇宙工業会
（平成18年3月）
・平成17年度高高度飛行船に関する調査報告書
／（社）日本航空宇宙工業会
（平成18年3月）
［（社）日本航空宇宙工業会
技術部部長
（宇宙担当）
坂本

規博］
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小型衛星の最近動向と今後の方向
1. はじめに
この3月21日から23日まで「The Asian Space
Conference 2007」がシンガポールで開催され
た。本コンファレンスは、主にアジア諸国の
宇宙に関する研究･開発成果を発表し、交流
する事を目的にしたものであるが、今回は、
売り込みを兼ねた欧州からの発表も多く、欧
州と東南アジアの繋がりの深さを示唆してい
た。特徴としては小型衛星に関する報告が多
かったことであるが、これは、小型という特
性を活かして宇宙利用を開拓し、小型衛星を
積極的に利用しようとしている最近の動向を
反映しているものと思われる。ここでは、コ
ンファレンスの内容も踏まえ、特に地球観測
ミッションに焦点を当て、小型衛星の動向等
につき概説する。
2. 小型衛星の特徴
小型衛星は、厳密な定義はないが、300キ
ロないし数百キロの人工衛星をいう。また、
それより1桁ないし2桁小さな人工衛星を「超
小型衛星」と分類している。最近では重量が
50Kg 程度の衛星をマイクロサットと呼び、
5Kg程度のものをナノサットと呼ぶ傾向にあ
る。
表１
長

表1に示す長所・短所は従来から指摘され
ているものであるが、注目されるのは分解能
及び発生電力である。分解能の向上及び発生
電力量に限界があるという事実は、小型衛星
の実用化を阻んできた大きな要因である。し
かしながら、近年、光学分野では反射型光学
系の発展により小型光学系でありながら高分
解能化が可能となり、また、電波分野におい
ても、SAR（Synthetic Aperture Antenna）技術
の採用により高分解能化が実現している。発
生電力については、太陽電池の高性能化並び
に電子機器の効率化によって実用的に必要と
される電力量を確保出来るようになった。
宇宙利用分野で必要とされる機能・性能を
実現できるようになると、小型衛星の特性等
（低コストでシステムを構築可能、短期間で
システム実現可能）を更に加味することによ
り、従来にない宇宙利用データの供給または

小型衛星（地球観測ミッション）の長所、短所
所

1）低コストで製造及び打上げが可能
2）短期間に開発が可能
3）少人数の開発可能
4）低コストのため、複数衛星によるコンステ
レーション運用が容易であり観測頻度を増
やすことが可能
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小型衛星は小型であるため機能・性能的な
限界は存在するものの、最近の技術進歩を取
り入れて改善が図られ、利用分野によっては
小型衛星によってミッションを遂行できるよ
うになってきた。このため改めて小型衛星の
持つ長所・短所が注目されている。小型衛星
の長所・短所を表1に纏める。

短

所

1）分解能の限界
−小型の特性から望遠鏡の開口径に限界
2）送信電力の限界
−アンテナ径、発生電力に限界
⇒送信電力の限界はダウンリンクの速度
（データ量）を制限
3）打上げ機会の制限
−ピギーバック、あるいは2番手として打
上げられる
−専用の打上げも可能だが、高価となる

平成19年6月

宇宙利用が可能になるのではないかという期
待が高まっているのが現状である。
3. 最近の地球観測用小型衛星
衛星の機能・性能は、観測バンド数、観測
幅、感度特性など総合的に評価する必要があ
るが、分解能が重要なファクターとなる地球
観測衛星に限定して、最近の小型衛星の諸元
を表2にまとめて示す。ここでは、1000kg以
下の衛星を挙げている。
表2記載内容の現実的な妥当性を示すため
に、衛星の高度、開口径、分解能の簡略化し
た関係例を表3に示す。これらのデータを勘
案することにより、小型衛星の性能の現状レ
ベルを推定することが可能である。
表2

QuickBird-2
EROS-B
OFEQ-5
IKONOS-1
ORBVIEW-4
ORBVIEW-3
KOMPSAT-2
EROS-A
Formosat-2
TOPSAT
RazakSat-1
Earlybird
Beijing-1
Lewis
PROBA-1

2002年に打上げた『QuickBird-2』は、980kg
ながら0.61mの分解能を持つ。表2で注目すべ
きは、イスラエル、およびイギリスの衛星で
ある。イスラエルのEROSシリーズでは300kg
程度の衛星で0.7〜0.8mの分解能を、イギリ
スのTOPSAT衛星では100kg余りの衛星で分
解能2.5mを実現している。小型衛星でありな
がら、地球観測等の多様な利用分野で要求さ
れる分解能等の機能・性能を実現していると
いえる。
参考として、高分解能地球観測を目的とし
て近々打上げが予定されている代表的な衛星
の特性を表4に挙げる。GeoEye1,WorldView1
は、それぞれ41cm、50cmという分解能を実
現しており、民間用としては最高レベルの衛

最近の主な地球観測の小型衛星（1000kg以下）：高分解能順
打上げ年
（年）
2001
2006
2002
1999
2001
2003
2006
2001
2004
2005
2007
1997
2006
1997
2001

衛星名
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地上分解能
（m）
0.61
0.7
0.8
1
1
1
1
1.8
2
2.5
2.5
3
4
5
8

衛星重量
（kg）
980
350
300
726
368
304
800
250
764
130
200
317
168
288
94

所有国
米国
イスラエル
イスラエル
米国
米国
米国
韓国
イスラエル
台湾
イギリス
マレーシア
米国
中国
米国
欧州

開口径
（m）

0.7
0.45
0.45
0.3
0.6
0.2

軌道
（km）
450×450
500×500
729×367
678×679
470×470
470×470
685×685
480×480
891×891
695×695
685×685
480×488
686×686
523×523
553×677

注1）上記表は、GUNTER S SPACE PAGE による。
注2）分解能は、パンクロの最高分解能である。衛星重量は打上げ時のもの。開口径の空欄は、不明を意味する。
注3）所有国は、あくまでその衛星の所有している国で、必ずしも開発国ではない。

表3
開口径
分解能

高度、開口径、分解能の関係（衛星高度を約700kmと想定）
70cm
1m

30cm
2〜3m

12cm
10m
23
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表4

近々打上げが予定されている高分解能地球観測衛星

打上げ予定
時期（年）

地上分解能
（m）

衛星重量
（kg）

軌道
（km）

GeoEye 1

2007

0.41

1955kg

684×684

WorldView1

2007

0.5

2500kg

450×450

衛星名

表5
シリーズ

諸元

運用者
GeoEye
（米国）
DigitalGlobe
（米国）

EADSアストリウムの地球観測衛星ラインナップ

AS100
パンクロ：2.5m
マルチ ：10m
口径
：20cm
高度
：500〜700km
重量
：130kg

AS500
パンクロ：1m
マルチ ：4m
口径
：60cm
高度
：600〜700km
重量
：700kg

AS1000
パンクロ：0.5m
マルチ ：2m
口径
：85cm
高度
：600〜700km
重量
：980kg

注）The Asian Space Conference 2007で発表

星となる。ただ、これらの衛星の重量は
1000kgをはるかに越えている。
一方、EADSアストリウム（フランス）は、
地球観測衛星を設計、製造してきた主要企業
の一つだが、表5に挙げるような小型地球観
測衛星のラインナップを3月のコンファレン
スで発表した。衛星重量と分解能の相関を示
す一つの目標データとして注目される。
表2、3、4、5のデータから現状を分析する
と、高度700kmで1000kg以下の衛星によって
得られる分解能は1mを切るものが中にはある
が、一般には最高で1m程度であり、それ以上
の分解能が必要とされる場合は大型衛星を利
用せざるを得ないと推論される。
4. 小型衛星の今後
小型衛星の特徴を生かした利用の現状及び
動向を紹介する。
4-1. 複数衛星によるシステム構成：
小型衛星は、その小型という特性から性能
的に限界もあるが、技術の向上により各種の
分野において必要とされる性能を確保しつつ
あるのも事実である。また、イギリスの
24

Surrey Satellite Technology Ltd（SSTL）は、最先
端の小型衛星を開発すると共にコンステレー
ション（コンステレーションとは、多数個の
人工衛星を軌道に投入し協調した動作を行わ
せ目的をはたす方式）運用を積極的に推進し
ており、周回地球観測の大きな欠点だった観
測頻度問題の解決策として注目されている。
小型衛星の特長は、複数衛星システムが安価
に組めることである。
地球の科学的観測のために宇宙探査に用い
られる比較的安価な技術を利用して、自律型
の小型衛星を大量に打ち上げようという計画
が、複数の国で進められている。これにより
地球のあらゆる地域で起きている自然、環境
の変化、更には将来予測に寄与すると考えら
れている。
4-2. 技術実証用：
宇宙利用を拡大する為には、宇宙技術の積
極的な研究開発が必要である。コスト的に安
価で、短期間で製造可能であるという小型衛
星の特徴を生かすと、技術実証衛星として利
用価値が大である。小型衛星を用いた宇宙実
証機会の活用の一環として、民生部品、伸展
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式の望遠鏡など衛星搭載用機器･部品の性能
評価行う計画が進められている。
4-3. 即応型衛星運用：
近代的な軍事運用において、C 3 I機能が重
要視されている。必要な情報を必要な関係者
が共有することが求められているが、その情
報収集源の一つとして期待されているのが小
型衛星による情報収集である。小型衛星をで
きるだけモジュール化し、必要に応じて至短
時間内に衛星を組み立て、必要な軌道に打ち
上げ、運用する構想であり、現在米国が積極
的な開発を進めている。
4-4. 小型衛星とロボット技術：
デブリの回収、軌道上の故障修理、燃料補
給にロボット技術を活用した小型衛星の応用
が検討、開発されている。米国では、今春2
機の無人宇宙機による初の軌道上燃料交換技
術実験が成功している。
4-5. 日本と小型衛星：
小型衛星は、日本に於ける実利用はこれか
らという状態にある。
小型衛星の実利用を拡大するためには、利
用分野で必要とされる機能性能を実現するた
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めの研究・開発が必要である。この研究・開
発分野は、日本の得意とする各種技術――
MEMS（Micro Electro Mechanical System：半導
体の微細加工技術を駆使して製作された微小
な部品から構成される電気機械システム）、
ナノテク技術――を活用する良い機会と考え
られる。
従来の大型･中型衛星に代わって小型衛星
によってミッションが達成できる場合もある
ことから、小型衛星市場も拡大することが期
待され宇宙産業拡大の一助にもなるものと考
える。
5. むすび
近年の技術進歩を取り込んで、小型衛星の
機能・性能も大幅に向上しており、各種の宇
宙利用が検討されている。今後大型衛星、小
型衛星がそれぞれの特性を生かしつつ併用さ
れるものと予想される。
我が国は小型衛星の機能向上に不可欠な小
型化等に優れた技術を保有しており、その利
点を生かしたプロジェクトを積極的に推進
し、小型衛星先進国になることが必要である。
〔（社）日本航空宇宙工業会
技術部部長（宇宙担当）

堀井

茂勝〕
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宇宙環境汚染への対応
―スペースデブリ排除の方策―
1.

はじめに

2.
2.1

低軌道（LEO）のデブリ
出所：NASA Orbital Debris Program Office

デブリの現状と概要
デブリの現状

静止軌道（GEO）のデブリ
出所：NASA Orbital Debris Program Office

平成19年7月
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3. デブリ低減に対する各国及び国連の現段
階における取り組み

2.2 デブリの生成原因
3.1 各国の取り組み

工業会活動

デブリの生成原因

平成19年7月

3.2 国連等における取り組み

4.1 法制度上の対策

4. デブリ排除の将来的な方策

第643号
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導電性テザーの仕組み

4.2

デブリ回収対策
回収作業機の形態

アームによるデブリ捕獲

平成19年7月

6. あとがき
5. 日本のとるべき方策（提言）
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○ 参考文献

平成19年12月

第648号

米国の軍による静止通信衛星利用の動向
1．はじめに
宇宙利用の中で歴史が長く市場規模も大き
い通信放送衛星利用分野は、商用分野及び軍
事用分野ともに衛星機器・地上機器産業、衛
星通信サービス産業にとって市場規模並びに
技術開発の両面で重要な位置を占めている。
特に米国の軍による静止通信衛星の利用は近
年大きく拡大しており、米国の衛星機器・地
上機器産業だけでなく衛星通信サービス産業
とってもビジネス的に重点分野の一つと位置
づけられている。その動向は、欧州の軍事用
及び商用衛星通信関連産業だけでなく、我国
の衛星通信関連産業に影響を与えるものと考
えられる。筆者は、今回米国電気電子技術学
会（IEEE）−通信部会（Communication Society）
主催の軍事通信に関するコンファレンスであ
るMILCOM2007に出席する機会を得たので、
それに基づき米国による静止通信衛星利用の
動向について報告したい。
なお、MILCOMは、衛星だけでなく、地上、
航空機等のあらゆる軍事通信を網羅したコン
ファレンスであり、毎年定期的に開催されて
いる。参加者は、DOD の関連部局、米国各
軍＆研究機関、航空宇宙関連企業、通信関連
企業等からなり、かなり規模の大きなコンフ
ァレンスとの印象を受けた。コンファレンス
では、主題講演に加え、技術分野毎にクラシ
ファイ及びアンクラシファイのパネル討論と
技術セッションが設けられ、各パネル、セッ
ションとも盛況であり、有意義な調査ができ
た。これに並行して展示も行われ、こちらも
賑わいを見せていた。
今回の調査では次の二つの点で印象的であ
った。一つは、近年静止通信衛星利用に対す
る米国軍の需要が既存の米国の軍事通信衛星
の能力を大幅に超えて急拡大し、大半を商用

通信衛星に頼らざるを得ない状況を示してい
る事である。二つ目は、2003年にスタートし
た米国軍のトランスフォーメーションにおけ
るネット・セントリック・オペレーション実
現に向けた取組みが着実に進展していると言
う点である。具体的には、陸上、海上、航空、
宇宙を結ぶ統合ネットワークを構成して、軍
関係者全てがいつでもどこでもアクセスで
き、情報の共有を可能とするGlobal
Information Grid（GIG）の構築を目指した取組
みが行われている。以下にこれらについて報
告したい。
2．米国軍における静止通信衛星利用の現状
通信衛星は、世界に長期間展開する米国軍
の兵員にとって、ビデオ、データ、電話、エ
ンターテインメント、その他情報を提供して
くれる極めて効果的手段と認識されている。
現状において、米国軍は、世界に展開する米
国軍の衛星通信需要のかなりの部分を商用通
信衛星とそのサービス・プロバイダーに依存
している。DODの国防情報システム局
（DISA）
によると、米国軍の衛星通信需要は軍事通信
衛星と商用通信衛星によって担われている
が、その比率が10年前は軍事通信衛星80%に
対して商用通信衛星20%であったが、現在は
軍事通信衛星20%に対して商用通信衛星80%
と完全に逆転しているとのことである。一般
に軍事通信衛星や商用通信衛星の寿命は10年
以上と長く、急激な通信能力の大幅拡大は困
難である反面、米国軍の戦闘における衛星通
信の利用拡大、兵員の厚生面での衛星通信の
利用拡大により、衛星通信需要が急拡大した
結果と考えられる。実際、1991 年のデザー
ト・ストームにおける衛星通信の利用規模は
帯域換算で99Mbpsであったが、2003〜2004
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年のイラク・フリーダムにおける衛星通信の
利用規模は3.63Gbpsと約36倍に急拡大してい
る。他方投入された兵員数は、前者が54.2万
人に対し後者は12.3万人と約1/4に減少してい
る（図1. 参照）。つまり、兵員1人当たりに割

当てられた帯域数が、単純計算で約140倍に
増加したことになり、その急拡大振りが見て
取れる。この大半が商用通信衛星によるもの
である。

図1．米国軍による衛星通信の利用経緯

こうした状況を反映して、今日、商用通信
衛星サービス業者は、米国軍を大口顧客の一
つと見なし、DOD対応の取組みを強化してい
るようである。例えば、インテルサット社の
子会社であるインテルサット・ジェネラル社
は、DODの産官連携による技術実証プロジェ
クトの一つである Internet Routing in Space
（IRIS）を受注し開発を始めた。
IRISは、現在地上で我々が享受しているイ
ンターネット技術（IP技術）を静止衛星に搭載
して、地上と衛星とのクロスリンクを結ぶこ
とにより、地上、海上、空中、宇宙のネット
ワークを統合し、地球上のあらゆる地点間の
切れ目のない通信を可能にすることを目指し
た技術開発である。IRISは、米国軍と商用衛
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星プロバイダーが共同で開発する軍民共同技
術実証プログラムとして進められており、米
国軍のGIGと一般のパブリック・ネットワー
クとを統合し、軍の将来計画に応えるととも
に、商用にも適用可能なものとして取組まれ
ている。（図2．参照）
IRISのペイロードは、ソフトウエアーで切
り替え可能なIPルーターを搭載し、アメリカ
と欧州/アフリカをカバーする 2 個の Ku バン
ド・トランスポンダー、西半球をカバーする
1個のCバンド・トランスポンダーを有してい
る。このペイロードは、Intelsat-14に搭載され、
2009年に打上げられ、静止軌道上の西経45°
の位置に置かれる予定である。

平成19年12月
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図2．IRISのネットワーク・アーキテクチャー

なお、前述の米国軍による商用通信衛星利
用が、このまま拡大を続けることは想定され
ていない。米国軍は商用通信衛星への過度の
依存性を好ましいものとは考えておらず、そ
の低減を目指して、新しい軍事通信衛星の開
発に、かなり期待をかけているようである。
とは言え商用通信衛星の利用が無くなる訳で
はなく、一定割合で存続し続けることが想定
されている。
上記の米国軍の商用通信衛星への過度の依
存性の問題は、むしろ米国軍の衛星通信需要
の急拡大が原因であり、それに対応できる軍
事通信衛星の整備が遅れていることの問題と
言えるであろう。その遅れを取り戻すべく取
組まれているのが、Net Centric Operation
（NCO）であろう。
3. 米国軍によるGlobal Information Grid（GIG）
構築への取組み
GIGは、2002年に正式にDODで取組みが開
始された構想であり、米国軍のトランスフォ

ーメーションにおけるネット・セントリッ
ク・オペレーション（NCO）実現を支えるシス
テムとなるものである。NCOの目的は、司令
部から末端戦闘部隊までの全体をネットワー
クで結合し、情報の共有、戦闘状況認識
（Situational Awareness）の共有を図ることによ
り、戦闘任務の効果を劇的に向上させようと
するものである。このネットワークの構築が
GIGの目的となっている。
（図3．参照）
GIGは、全世界の地上システムと宇宙シス
テムとをシームレスに統合し、グローバル・
インターネット型の能力を構築しようとする
ものであり、現在その構築途上にある。とは
言え現実には、既存の車両、艦船、航空機搭
載の通信機器や計算機等の能力向上、司令部
等の通信機器や計算機等の能力向上、ネット
ワーク対応の衛星システムの構築、関連ソフ
トウエアーの開発等が必要であり、GIGの構
築には、段階的且つ計画的な能力増強が必要
とされ、しかも我国と違って桁違いに大規模
な米国軍の能力増強には、まだかなりの時間
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と予算が必要とされている。米国の財政赤字
の拡大にともないDOD予算は必ずしも楽観的
ではなく、政権交代による方針変更も予想さ

れるが、NCOの流れは基本的に変わることは
無いと考えられる。

ネットセントリック・オペレーションを主導するDODユーザー

見ることが可能、操作することが可能、使用
することが可能な情報とサービスの共有

通信と計算インフラストラクチャー

ミッション・パートナーの外部ネットワークとのインターフェース

図3．GIG及びネットセントリック・オペレーションの概念図

GIG構想の通信インフラを支える通信衛星
として、現在下記の衛星が想定されている。
・MUOS（Mobile User Objetive System）
・WGS（Wideband Global SATCOM）
・AEHF（Advanced Exteremly High Frequency）
・TSAT（Transformational Satellite）
・商用通信衛星
MUOSは、通信衛星群UFO（UHF Follow-On）
の後継として米国海軍が開発中の、車両、艦
船、航空機等上の移動体ユーザー向けの通信
衛星群である。UFOが狭帯域UHF通信を提供
しているのに対して、MUOS は、広帯域
CDMA（Code Devision Multiple Access）を採用
することにより、従来の10倍以上の通信能力
の向上を図る計画である。なお、MUOS衛星
は静止軌道上に4機が群配置される。現在詳
細設計が完了した段階にあり、2009年までに
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1号機の打上が予定されている。
WGSは、通信衛星群DSCS（Defense Satellite
Communication Systems）の後継として米国空
軍が開発中の通信衛星群である。WGSは、戦
闘場面において戦闘員に必要とされる十分な
情報のやり取りを確保することを目的とした
広帯域通信衛星であり、Xバンド・トランス
ポンダーとKaバンド・トランスポンダーを搭
載して、1機の通信能力がDSCS衛星群全体の
通信能力を上回るものとして開発が進められ
ている。WGS衛星は静止軌道上に5機が群配
置される計画であり、WGS1号機〜3号機の打
上げは2007年〜2008年に、4号機と5号機の打
上げは2011年〜2012年に予定されている。
AEHFは、通信衛星群Milstarの後継として
米国空軍が開発中の通信衛星群である。
AEHFは、米国軍の高いプライオリティーを

平成19年12月

有する地上、海上、航空装備間の通信のため、
世界をカバーする防御性、耐ジャミング性を
備えた通信手段を提供することを目的として
いる。使用する周波数は、アップリンクとし
てEHF、ダウンリンクとして SHFを使用し、
通信能力としてMilstar群の10倍の能力を持た
せる計画である。AEHF衛星は、静止軌道上
に3機が群配置される計画であり、1号機の打
上げは2008年に予定されている。
4．TSATシステムの研究開発
TSATシステムは、戦術及び戦略上の戦闘
兵士を支援する将来の衛星ネットワーク通信
システムであり、防御性、耐ジャミング性を
有するAEHFシステムの先に位置づけられて
いる。TSATネットワークは、GIGにおける宇
宙セグメントの基幹を構成するものとされて
おり、これにより地上通信ネットワークや他
の衛星通信システムと結合して世界を結ぶ統
合通信ネットワークの構築を可能とするもの

第648号

である。TSATシステムは、主として、部隊
が移動性・機動性を有する場合や、敵が地平
線外や障害物の背後にある場合のように、地
上の通信手段より衛星通信手段の方が優れる
ような状況下での使用が想定されている。
TSATシステムは、小型アンテナを有する
移動部隊に対して、高い接続率を有する防御
通信（低検出確率、低傍受率、ジャム耐性）を
提供する。またTSATは、航空機や宇宙から
の諜報活動に対して、世界に亘り持続性のあ
る実時間接続を可能とし、戦闘員に対してよ
り正確な戦闘状況把握と攻撃目標情報の提供
を可能とする。これらの能力向上は、諜報・
監視・偵察部隊、計画官、司令官、戦闘部隊
間において実時間情報の共有、交換が可能と
なり、ネットセントリック戦闘の実現を可能
とするものである。更に実時間による戦闘状
況把握が可能となれば、敵の攻撃決定に要す
る時間より短い時間内にこちらの作戦開始が
可能となる。（図4．参照）

（注）TGBE（TSAT GIG Border Element）
（注）：TSATと地上の国防情報システムネットワーク（DISN）とを接続する機器エレメント
（注）GIG-BE（GIG Bandwidth Expansion）
（注）：世界中のキー作戦ポイントに高速IPサービスを配信する安全、ロバストな地上光ネットワーク
（注）HAIPE（High Assurance IP Encryption）：高品質IP暗号化

図4．TSATネットワーク概念図
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TSAT衛星システムは、米国軍の防御通信
衛星及び広帯域通信衛星システムの発展型と
なり、データレートの大幅な向上が図られる。
これらの向上は、最新のレーザー通信、EHF
及びKa帯のRF通信、インターネット型のパ
ケット・スイッチング等の最新技術の採用に
よって実現可能となる。
TSAT衛星群は、静止軌道上に5つの通信衛
星を配置し、5つの衛星を其々レーザー・ク
ロスリンクで結び、地上との通信には広帯域
の多重電波ビームを使用して、南緯65度から
北緯65度の全世界を24時間カバーすることが
計画されている。更に、各衛星にはIPルータ
ーを搭載し、衛星間ネットワークと地上ネッ
トワークとを統合したネットワーク上で、IP
パケットの防御された形での処理・配送を行
うことが構想されている。
（衛星の外観は図5．
参照）
TSAT衛星群の開発は、現在、2004年にボ
ーイング社チームとロッキード・マーチン社/
ノースロップ・グラマン社チームに並行して
発注（其々514M$）された「リスク低減（クリ
ティカル技術の実証開発）及びシステム定義」
が完了し、次のフェーズであるシステム開発
のための、両社によるプライム獲得競争が行
われている。2007年12月までには決着がつく
ようである。他方、地上においてTSAT衛星
群の管制を行う Misssion Operations System
（TMOS）については、既にロッキード・マー
チン社がプライムとして選ばれ、開発がスタ
ートしている。

なお、TSAT1号機の打上げは2015年が想定
されており、Delta-Ⅳ、Atlas-Ⅴ-EELVによっ
て打上げられる予定である。

図5．TSAT外観図

5．あとがき
今回のMILCOM2007調査を通じて、衛星の
利用という観点から通信衛星利用のダイナミ
ズムを改めて感じることができた。もちろん
産業規模的にみて地上の主要産業の規模に及
ばないが、宇宙関連産業で唯一元気のある産
業という事で、元気付けられるからであろう。
この元気を、我国の通信放送衛星利用に係わ
る宇宙機器産業、サービス提供産業の活性化
に向けて、新たな視点で知恵を絞るエネルギ
ーに変えてみたい。

［（社）日本航空宇宙工業会
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報道に見る世界の宇宙開発動向
最近の報道情報をベースに以下の３テーマを取り上げ世界の宇宙開発動向を追ってみ
た。
『欧州における偵察・監視分野の宇宙開発協力』は、偵察・監視分野において宇宙開
発協力が具体的に進展していること、『宇宙状況把握（認識）』については、中国の衛星
に対するレーザ照射、ASAT(衛星破壊)をトリガーに世界的に宇宙状況把握に対する関心
が高まっていること、更に、『航行衛星システム』は、独自の航行衛星システムの構築
の高まりと共に商業としての成立性の問題が最近の話題となっていることからトピック
スとして取り上げた。

１． 欧州における偵察・監視分野の宇宙開発
協力
EUが欧州統一の軍事政策の確立を目指す一
方で、「衛星を用いた偵察・監視活動」分野
において、二国間或いは複数国間における協
力が模索されてきた。
主要欧州諸国は偵察・監視活動の重要性を
認識しつつも、光学センサー及びレーダセン
サーを搭載する衛星を一国で所有することは
財政的に難しいこと、また、「欧州」という
単位で国家政策を考える必要性が高まってい
ること等の理由から、光学センサー衛星開発
を進めるフランス、レーダ衛星開発を進める
ドイツ及びイタリアが衛星の利用を融通し合
うという構図が出来上がった。これには
Helios（フランスの高精度光学衛星）に投資
しているベルギー、スペイン、ギリシャの
国々も自動的に取り込まれることになり、自
前の衛星を持たないこれらの国にとって必要
な情報を得る手段が増えるメリットは大き
い。なお、イギリスは偵察衛星を持っていな
いためこれらの協力関係に距離を置いてい
る。
有事の際の利用など解決すべき点があるも
のの、性質上他国との共有が難しい軍事情報
における新たな国際協力の試みとして注目さ
れている。

具体的な事実関係と最近の状況を整理して
みる。
2006年12月、偵察衛星における協力関係に
ついて、フランス、イタリア、ドイツ、スペ
イン、ベルギー、ギリシャの欧州六ヶ国が
Mutual Space-based Imaging System（Musis）
（宇宙偵察システムの相互運用）プロジェク
トの一環として偵察衛星ネットワークの構築
を目指すことを宣言した。これら六ヶ国はフ
ランスのHelios 2光学偵察衛星画像、ドイツ
のSAR-Lupe、イタリアのCosmo SkyMedのレ
ーダ画像を共有対象としている。
2007年は、この欧州の協力関係が具体的に
進んだ年となった。昨年（06年）の12月に1
号機を打ち上げたドイツのSAR-Lupeは、07
年に入り、2号機、3号機を打ち上げ（７月、
11月）、確実にコンステレーションを築きつ
つある。また、イタリアのCosmoSkyMed̲1号
機は6月に打ち上げられ、更に2号機が12月に
打上げられた。
フランス、イタリア、ドイツの間で交わさ
れたデータとタスキング共有協定（注）は、
新たなXバンドSAR衛星CosmoSkyMedの試運
用と共に、いよいよ現実のものとなりつつあ
る。イタリアは10月初めにCosmoSkyMedの
運用開始を宣言したことで、フランスの
Helios/Pleiades偵察衛星の光学画像とのデータ
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の中身を見れば、ドイツが何に興味を持
っているか推察することができる。この
協定ではお互いそれについては見ないよ
うに、知ることができないようにしよう
というもの。

注）タスキング共有協定：タスキングとは衛
星にいつどの場所を撮像せよというタス
クをかけること。例えばドイツがHelios
にタスクをかけたとすると、Heliosの所
有国であるフランスは、ドイツのタスク

表１
国

欧州各国の偵察衛星／軍用通信衛星の状況

衛星名

フランス Helios 2

機能

諸元/打上げ等

高精度光学衛星

・2Aと2Bの2機から構成され、2Aは2004年打上げ済

（第二世代光学式偵察衛
星）
ドイツ

SAR-Lupe

み、2Bは2009年打上げ予定。分解能は50cmと報じ
られている。重量：4200kg

XバンドSAR衛星

・計5機のコンステレーションで運用されるシステムで、

（レーダー式偵察衛星）

初号機を2006年12月に打ち上げた。
分解能は1m以上とされている。重量：770kg
・1号機：2006年12月打上げ
・2号機：2007年7月打上げ
・3号機：2007年11月打上げ

イタリア CosmoSkyMed XバンドSAR衛星

・計4機のコンステレーションで運用されるシステムで、

（レーダー式軍民両用地球
観測衛星）

分解能は1m。重量：1900kg
・1号機：2007年6月打上げ
・2号機：2007年12月打上げ

フランス Syracuse 3

・3Aが2005年に、3Bが2006年に打ち上げられている。

通信衛星
（第三世代軍事通信衛星）

イタリア Sicral 2

重量：3725kg
・2011年に打上げたい意向を政府が示している
（まだ

通信衛星
（第二世代軍事通信衛星）

正式に開発が決定されていない）。第一世代の
Sicral 1は2001年に打ち上げられた。
・1Bは2007年に打ち上げ予定。
重量：2596kg

注）打上げ年、重量は、Gunter s space pageによる。

Helios 2
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SAR- Lupe

Cosmo SkyMed
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と衛星へのタスキングが相互に融通されるこ
とになる。ドイツのSAR-Lupe衛星も今秋に
本格運用開始しつつあるが、現時点では
CosmoSkyMedのレーダー画像とのデータ共有
についての検討がどこまで進められているか
不明である。
特に偵察衛星の打ち上げが続いているが、
表1に欧州各国の偵察衛星／軍用通信衛星の
状況を示す。
欧州は軍事宇宙能力の新規開発と統合にま
すます前向きな姿勢を見せているが、そのた
めにはハイレベルでの政治的支援が必要にな
ると言われている。その中でフランスはより
多くの国と協力関係を築こうとしてきてお
り、2008年にEU議長国を務めることが、欧
州の統合軍事宇宙プログラムを推し進める最
大の好機になると考えているようである。
このように欧州において軍事分野における
統合、協力関係は今後拡大してゆくことと推
量されるが、有事の際のタスキング権限とデ
ータアクセスが検討課題とされている。例え
ば、「イタリアはある地域における米国の軍
事行動を支持しているが、ドイツ、フランス
は支持していない」という場合、イタリア軍
がHelios 2の紛争地域画像を入手できるか否
かについては決められていないのが現状のよ
うであり、課題として残されている。
２．宇宙状況把握（認識）
注目されている宇宙の話題の一つに『宇宙
状 況 把 握 （ 認 識 ）』 が あ る 。 宇 宙 状 況 把 握
（認識）とは、情報の収集・伝達の手段とし
て重要な役割を担っている衛星の状況、衛星
に対する脅威の有無を調べるものである。具
体的には、自国の衛星の安全性を確認すると
ともに、脅威となり得る衛星・宇宙物体を特
定するもので、デブリ環境の詳細な把握並び
に外国衛星の状況把握が含まれてくる。
最近、宇宙状況把握（認識）が注目される
ようになったのは、昨秋（06年10月）、米国
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政府が発表した新たな宇宙政策にあると考え
られる。新宇宙政策の中に、『干渉を受ける
ことなく宇宙システムを運用する』、『宇宙能
力（地上／宇宙セグメントを含む）を守るた
め、その能力の損失を防止すると共に、宇宙
能力保護に必要な措置を講じる』とある。ま
た、『干渉行為に対応し、米国益に反する宇
宙能力の利用を必要とあれば否定する』と言
及している。
新宇宙政策の発表直後に米空軍の高官が、
衛星が米国の軍事行動に今後ますます重要な
役割を果たすことが予想されることから、軍
は戦場上空に展開されている他国の衛星を追
跡することと同等の優先度を置いて、米国の
宇宙資産の現状を把握する必要があると述べ
た。すなわち、宇宙で現在発生している事象
を正確に把握する｢宇宙状況把握（認識）
（SSA: Space Situation Awareness）｣により、米
衛星の不具合原因を特定する必要があり、こ
のためにはSSAの能力を更に向上させる必要
があると述べている。
今夏、ブッシュ大統領は、米国の宇宙状況
把握（認識）能力−宇宙にある物体を検知・
識別する能力−を向上させることを指示する
機密メモを様々な政府機関に発行したと言わ
れている。宇宙での状況把握の必要性が一層
増大したことを意味している。
11 月 に 入 り 、 U.S. Air Force Research
Laboratory（AFRL）は、他の衛星をエスコー
トするよう機能するANGELプロトタイプの
開発を取り止め、その代わり、より広範な宇
宙監視実験を行うことを目指すことにした。
ANGELとはAutonomous Nanosatellite Guardian
for Evaluating Local Spaceの略称であり、大型
衛星の近くに展開し、大型衛星にトラブルの
兆候がないかを監視する役割を担った衛星と
定義されていた。しかし、これではミッショ
ンが特化し過ぎているという指摘があり、よ
り広範な宇宙状況把握（認識）の役割を持た
せることになったといわれている。ANGEL
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衛星のベースとなるのは2005年に打ち上げら
れた軌道上サービシング技術実証衛星である
が、この衛星より高性能のセンサや自律機能
が実証される予定である。
更に米国のNational Security Space Office局
長によれば、2009年度予算において最も重要
視している米空軍の宇宙プログラムは「Space
Control」分野であり、具体的には宇宙状況把
握（認識）と防護能力の向上にあると述べて
いる。防護力向上のために、国防総省、イン
テリジェンス・グループ、商業ユーザが軌道
上での不具合又は運用に関するデータを交換
することで、電波妨害などを特定しやすくす
ると共に、衛星干渉源を絞り込む技術を検討
している。宇宙状況把握（認識）においては、
Air Force Space Commandが既存センサーの利
用の促進や宇宙モニタリングに適した新規シ
ステム要件を現在調査している。
このような米国の政策変更は、06年9月に
起きた中国による米衛星に対するレーザー照
射など所謂自国衛星への干渉の可能性が増大
している他、更に今年（07年）1月には中国
のASAT（衛星破壊）が起こった事実によっ
ている。
これらの一連の事象は宇宙インフラの脆弱
性を示すことにもなり、米国のみならず先進
宇宙開発国は宇宙で何が起きているかの把握
に一層注目せざるを得なくなった。
ESA（European Space Agency：欧州宇宙機
関）は、今年に入り現在米国とロシアに依存
している宇宙監視能力を欧州にも構築するた
めの検討を開始した。ESA が提案している
Space Situational Awareness（SSA）
はデブリ、小
惑星、衛星などの軌道上物体の観測、トラッ
キングだけでなく、それらの画像データを取
得し、その脅威とリスクを評価するものとさ
れている。
また、宇宙先進各国における他国衛星に対
する関心が高まるとともに、国益による対立
も発生してきている。アメリカ国防総省は、
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Space Surveillance NetworkによってLEO（low
Earth orbit ： 地 球 低 軌 道 ） 及 び GEO
（GEostationary Orbit：静止軌道）に展開され
ている宇宙機及びデブリをトラッキングし、
そのデータを公表しているが（機密扱いの米
国の軍事衛星は含まれていない）、他国の軍
事衛星の軌道に関しては公表している。フラ
ンスは、今後も米国の軍事宇宙機の情報を非
公開とすることを望むのであれば、フランス
の機密扱いの宇宙機も非公開とすべきである
と主張している。この主張の前提として、フ
ランスは自国の技術及び欧州の協力を得て海
外（米国含む）の衛星を検知し、軌道を明ら
かにすることを可能とすることを計画してい
るとされている。
以上のように、宇宙状況認識は、米欧中心
に特に安全上重要視されている。宇宙におい
て、何が起きているか正確に、高精度に把握
することは先進宇宙開発国にとっては、地上
の重要ポイントのモニター同様、必然となり
つつある。
３．航行衛星システム
米国のGPS（Global Positioning System：全
地球測位システム）からの独立を求めて独自
の航行衛星システムを構築しようという動き
が高まっている。独自の動きの背景には、無
償でのGPS信号への商業的利用をいつか米国
が拒否するのではないかという懸念、或いは
米国がコントロール権を握っているシステム
に依存したくないという考えがあり、ロシア、
欧州、中国は、最終的に全地球をカバーする
測位システムを目指している。一方、インド、
日本は、地域型を目指している。
この航行衛星システムは、独自に構築して
も、米国が無償の信号を流し続ける以上、商
業的には成り立たないという分析がされ、日
本、欧州における民間資本投入の計画が途絶
し、全面的に公的資金の投入が決定された。
更に米国の高精度信号の保証が決定されるな
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ど、それらの動きを加速させている。欧州で
は、最近では商業目的が削除され、航行・測
位・計時において欧州の自立を図るための基
盤作りという位置づけを強調するようになっ

表2
保有国
米国

ている。一方、ロシア、中国は、国家安全の
意味から国家が強力に計画を推進している。
各国のシステムの特徴・現状、最近の状況・
トピックスを表2にまとめる。

世界の航行衛星システム：システムと最近の状況
システムの特徴、現状

システム名
GPS
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最近の状況・トピックス

・高度約2万kmの6つの軌道面にそれぞれ4つ ・民事用信号の精度を故意に落とす
以上、計24個以上が配置され、約12時間周

Selective Availability（SA）機能を今後

期で地球を周回している。

のGPS衛星に具備しないと発表→

・1994年から運用開始。

GPS精度の不確実性が解消（07年9月）

・米国防総省が管理。正式には「NAVSTER
衛星」と呼ばれる。
ロシア

GLONASS

・GLONASSは現在17機（07年5月）。

・GLONASS航行衛星システムの信号受

・GLONASSの衛星数は07年末までに18機に、 信には課金しないとの大統領令に調印
その後2009年までに24機に増加し、全地球
をカバーできるように計画されている。

したと報じられた（07年5月）。
・もともとは24機の衛星で構成されていた
が、
いくつかはすでに機能停止状態で、
現在は1７機が機能している状態。

欧州

Galileo
（ガリレオ）

・欧州連合（EU）が主導するガリレオ・システム ・当初官民パートナーシップ（PPP）で実施
は、30億ユーロ（約4668億円）
を投じ、計30基
の衛星を打ち上げることを目標としている。

中国

Beidou
（北斗）

・中国版ＧＰＳ
（全地球測位システム）
・今年４月には、大規模運用に備えた北斗第２

される予定であったが、全面的に公的資
金で実施されることとなる
（07年5月）。
・現在、北斗衛星測位システムは5つの衛
星を利用しているが、2008年までに、
さら

↓

世代として初の周回衛星を打ち上げた。最終

に数個の衛星を打ち上げる予定（07年

Compass

的には、静止軌道衛星５個と非静止軌道衛

12月）。

星３０個を組み合わせたシステムで、米国ＧＰＳ ・北斗は実験的システムであり、今後
と同様、地球全体をカバーする計画。

Compassと称する実用型航行衛星シス
テムの配備を進める。

インド

IRNSS（注） ・7機の衛星によるインド独自のGPSシステム。 ・2010年頃に第1回目の打上げを行い、
・測量、通信、輸送、災害地域特定、治安が目
的。

日本

準天頂衛星
システム

2012年までに7機すべての打上げを完
了する計画。

・最初の準天頂衛星は、2009年に打ち上げら ・平成18年3月31日に示された「準天頂
れ、
その後2015年には合計3機となる計画。

衛星システム計画の推進に係る基本方

・当面、
アメリカ空軍により運用されているGPS

針（測位・地理情報システム等推進会

や、欧州で開発途上のGalileoと合わせて使

議）」に基づき、段階的に計画を推進し

用される。

ている。

（注）IRNSS：Indian Regional Navigation Satellite System
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Galileo
表2には記述していないが、GPS、
GLONASS、Galileo間の相互運用性及び互換
性が確保されたという情報が今夏流れた。長
期に及んだ協議の結果、米国とEU（欧州連合）
は、それぞれが提供している GNSS（global
navigation satellite system：全世界的航法衛星
システム）の信号に関して、改良された設計
を共同で採択/提供することで合意したと発表
した。
この信号は、「Galileo Open Service」と
「GPS IIIA」の新しい民間信号向けに提供され
ることとなる。2007年7月26日に発表された
本合意は、両サービスにユーザーレベルで互
換性を持たせることで、相互運用を可能にす
ることを目的としている。
一方、ロシアのGLONASSもGPSとの相互
運用性に同意したと伝えられ三つのGNSSが、
GPSを中心に連携する形となった。
航行衛星システムは、最早社会インフラと
してなくてはならないものになっている。現
時点では米国のGPSを使用し続けるのは止む
を得ないとしても、国家として少なくともこ

のインフラ技術の開発・維持は将来のために
必要不可欠と考える。
４．その他トピックス
中国初の月探査機「嫦娥（じょうが）1号」
を載せたロケット「長征3号A」が10月24日
午後6時5分、四川省西昌の衛星発射センター
から打ち上げられ、成功した。その後順調に
飛行し、月の探査を開始している。
一方、「嫦娥」を打ち上げた長征3号A型ロ
ケットの残骸が同6時16分ごろ、貴州省内な
どに落下したというニュースが写真付きで掲
載され、驚かされた。国家プロジェクトへの
意識の違いなどを感じざるを得ないものがあ
る。
現在、中国は内陸部でロケットを打ち上げ
るため、陸上への残骸の落下が避けられない。
海南省の打ち上げ基地が完成すれば、海上へ
落下させることが可能になる。
写真左は耕作地に落下したロケットの一
部。推進剤のタンク部分とみられる。写真下
は貴州省民家を直撃したロケットの残骸

写真：サーチナ・中国情報局
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あとがき
ここでは、最近話題となっているテーマを
取り上げた。このような世界の宇宙開発動向
の本質、背景を慎重に見極めながら、日本の

第649号

環境に合った戦略を立てていく必要があろ
う。世界の流れに呼応する必要はないが、そ
の背景の理解と分析はしていく必要がある。

〔（社）日本航空宇宙工業会

技術部部長（宇宙担当）

堀井

茂勝〕
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日本における即応型宇宙システ ム（ ORS ）への対 応（ その１ ）
―米国の動向―
１．はじめに
米 国 で は「 即 応 型 宇 宙 シ ス テ ム（ O R S ：
Operationally Responsive Space）
」という新しい
宇宙開発手法が登場した。これは、製造・打
上げ・利用面において大規模な標準化を図
り、小型化・短納期化・コスト削減・他のシ
ステムとの技術の共通化を急速に指向するも
のである。今後、こうしたシステム構想が事
実上の標準（de facto standard）となり商業分野
に展開された場合には、この構想によらない
技術は高い水準であっても市場競争力を失う
ことを意味する。今までの宇宙開発体制を変
革し、宇宙関係者の意識を改革しない限り対
応できない問題であるという観測が存在する
一方ORS構想自体並びに当該構想がもたらす
影響が必ずしも明確になっているわけではな
い。
このような観点から、「日本における即応
型宇宙システム（ORS）への対応」に対する検
討資料とするため、「米国の動向」と題して、
12 月上旬の米国調査をもとに米国における
ORSの定義、ORSの活動状況、議会の動向、
今年5月にカートランド空軍基地に発足した
ORS オフィスの動向等により米国に於ける
ORSプロジェクトの概要を紹介する。
２．ORSとは
１）ORSの定義
米国防総省（DOD)が 2007 年 4 月 17 日に議
会・軍事委員会へ提出した報告書によると、
ORSを、「安全保障分野における統合指揮ニ
ーズをタイムリーに満足させるための確約さ
れた宇宙能力」と定義しているが、ORSは安
全保障分野のみならず他の分野のユーザのニ
30

ーズを満足させるものとして、更に次のよう
に詳述されている。
●高い信頼性を持ち、タイムリーで、機動的
で、順応性、弾力性を有する→Assured
●国家の総合力を拡張するために使用される
→Space Power
●特定の顧客の要求に応える→Focused
●短時間の運用が必要なニーズに応える→
Timely satisfaction
●統 合 軍 司 令 官 の ニ ー ズ を 満 た す → J o i n t
Force Commanders Needs
ORSは上述の特性を有するシステムである
が、宇宙軍事アプリケーション（例：即時的
な世界攻撃、伝統的な弾道ミサイル防衛 等）
は含まれていない。選即応的なISR
（Intelligence, Surveillance and Reconnaissance）
及び 通信能力の開発を第一段階の目的とし
て、C2能力、地上エレメント及び打ち上げロ
ケット 並びにTTP（戦術、手法、手順）に力点
が置かれている。
従来、DODは、衛星配備まで10年間、経費
数百億円を投じて宇宙インフラを開発してき
たが、ORSにおいては期間数年、経費数十億
円レベルでシステムを実現するという大きな
変革をもたらすものである。このようにコン
セプトを根本的に変えるため、80％の能力を
20％のコストで実現するという「80/20ソリュ
ーション」思想を採用している。
２）ORSオフィスの設立
国防総省は議会・軍事委員会に対して、
DODによる軍事ユーザ及びオペレーターを支
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援する即応型宇宙システムの能力の調達計画
を提出しなければならないという法律「John
Warner National Defense Authirization Act 2007」
が本年4月19日に可決され、5月にカートラン
ド空軍基地にORSオフィスが設置された。現
在、職員数は5名、コントラクターを入れる
と30名の陣容である。
３）ORSオフィスの役割
ORSオフィスの役割は以下の通り定義され
ている。緊急のニーズに即応的に対応可能な
ニッチな宇宙能力を提供することであり、現
在はプロジェクトを発掘する段階にある。な
お、ORSオフィスは、どのような能力が必要
か決定するための組織であって予算決定力は
ない。
●DODに関連する各部局の役割とミッション
の明確化
●ミッションを実行するために必要な今後10
年の要求される能力の特定
●情報要求の整理
●ORS能力を確保するための追加措置（法律
化）
●スケジュール策定と実施
●資金化並びに要員確保、など

ORSオフィス（カートランド空軍基地、ニ
ュ ー メ キ シ コ 州 ）は US STRATCOM（ US
Strategic Command：米戦略コマンド ）の以下
の3点の要求に対し、検討結果をレポートす
ることが求められている。
●宇宙技術および運用変更の即時的な展開
●運用能力の増大要求時に即時的に対応でき
る既存の宇宙能力の採用と改良
●運用能力維持のために不可欠な宇宙能力の
再構築
ORS 活動は、下記に示すようにORSオフィ
スが中心となり、統合指揮およびその他のニ
ーズの即時展開が三層（Tier）のアプローチに
より行われている。諜報コミュニティやDOD
の国家安全保障ミッションに関しては、既存
の組織を活用するため、ORSオフィスがすべ
ての活動を行うものではない。第一層では、
既存能力の活用（司令＝オンデマンドで既存
の技術を使用、数時間以内）、第二層では、
既存技術の利用あるいは追加能力の展開（打
ち上げ・展開＝オンコールで戦場へ展開でき
る資源。数日から数週）、第三層では、能力
の拡大（開発＝新しい、あるいは修正された
運用能力の開発からの早期な展開、数ケ月か
ら1年）である。

第一層
既存能力の急速な発展
ーネット中心（ネットセントリック）
・オープンアーキテクチャ
ーデータ
・発見可能
・承認可能
ーインフラストラクチャ
・即応
・共同運用

第649号

第二層

第三層

補給
補強
再構成：
・既存の技術
・既存の能力

補給
補強

再編成：
・新規開発技術
・新規開発能力

ORS Office
ORS 活動
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３．ORSの技術実証（TACSATシリーズ）
ORSの有効性を実証するために、下図に示すようなTACSATプロジェクト（TACSAT1〜8）が
推進されているのでその概要を説明する。
FY06
Tactical Satellite (TacSat)
Demonstrations

FY07

FY08

FY09

TacSat-3

TacSat-2

TacSat-4

FY10
TacSat-5

FY11

FY12

TacSat-6

TacSat-7

FY13
TacSat-8

TacSat-1

Tier I - Operational Capabilities
Employment / Integration
Tier II/III - Operational TacSat
Satellite/Launch Block Buys

BLOCK 1

*Launch Profile/CONOPS depends
on warfighter requirements / need
Groung, C2, Tasking, Processing,
Dissemination Mods / Fielding
Small Launch Vehicle (SLV) Demo
(ORL PE 64855F, through FY06,
ORS PE 64857F FY07 & beyond)

Notional
Launch
Profiles

Deliveries as Required /
Launch Readiiness

BLOCK 2

Deliveries as Required /
Launch Readiness

CDR
Design & Dev

On Ramp to RSS

Space X
Flt Demos

Service/Agency Science & Tech
*Not funded in this PE
AoA: Analysis of Alternatives

CDR: Critial Design Review

Concept activiities
Production / fielding

PDR: Preliminary Design Review

Design / development
Operations / sustainment

RSS: Responsive Small Spacelift

Integration / test
Enabling S&T

Key events

１）即応型システムの実証計画
■TacSat
・TacSat計画における技術実証計画は以下の通り。段階的実証を計画。
区分
システム

TacSat1

ミッション ・可視（70m）
・赤外（70m）
・RFペイロード
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TacSat2

・通信系
・小型衛星バス
CDL
・低コスト
Common Data
打上げシステム
Link
・ネットワーク
Secret Internet
Protocol
Routing
Network
(SIPRNET)
・VMOC
Virtual Mission
Operation
Center
・可視（1m）
・RFペイロード

TacSat3

TacSat4

TacSat5

・標準バス
・超楕円軌道対応 ・即応打上げ
（標準電子機器） ・移動通信システ
プラグアンドプ
レイ、モジュー
ム
MUOS
ル化等の
Mobile User
総まとめ的
Objective
ミッション
System
（計画中）
間との通信

・ハイパー
・スペクトル
センサ

・移動体通信
・BFT（Blue
Force
Tracking）

*

平成20年1月
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２）即応型システムの役割分担
TacSatプロジェクトにおいて想定している即応型システムと従来システムとの役割分担を以下
に示す。
●ORSシステムと従来システムの役割分担
従来システム
・本質的に戦術的
・全世界をカバー／敵に知られている
・長期（20−25年で計画と展開）
・高価格（100M$−2B$）
・開発サイクル（10年以上）
・世界的緊急事態に対し発射が未対応
・環境変化に対し未対応
・エ ン ド ユ ー ザ に 対 し デ ー タ を 必 要 な
タイミングで提供不可

ORSシステム
・戦略的
・カバーエリアが限定／地域カバー率改善
・短期間（2−3年で計画と展開）
・低価格
・世界的緊急事態に対し即応発射
・世界的緊急事態、システムの不具合、環
境変化に対し対応可能
・衛星不具合に対し即応的な対応不可
・新規技術の恩恵を大いに受けられる
・衛星の故障に対し即時的に回復できる
・エンドユーザに対しデータを使用可能な
フォームで配布

３）即応型システムの特性
即応型システムへの要求事項と実現方法を、以下に示す。

項目

要求事項

実現方法
（キーワード）

レスポンシブ

識別された要求に基づき、24時間
以内に必要な情報を提供する

・6DAY Spacecraft

フレキシブル

すべての時間帯において、地球上
のどの場所に対しても複数種類の
情報を（異なった衛星より）
提供する

・VMOC、IP化、CDL

衛星1機を1−2年にて開発

・小型衛星活用：約500kg以下

短期開発

・射場作業短縮
・ユーザフレンドリな運用システム

可能であれば、約200kg以下
・衛星寿命：半年以下、可能であれば2年
・単機能：1ないし、最大で2機能
・容易なインテグレーション方式：Plug&Play
・標準小型衛星バス
・低高度：200−400km
小型ペイロードでもよりよい性能を得る。
800km程度を飛行する衛星と同等の分解能を
1/4−1/2のサイズの機器で得る。
5th Responsive Space Conference (May. 2007)
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４）米国ORS予算
下記はORS予算であるが、年間1ミッショ
ン程度と非常に少ない。現在は、コンセプト
を証明するデモンストレーションであり、既
存の能力の活用に集中しているため新規投資
（新しいミッションの発掘）にはつながってい
ない。
実際のプログラムになったとして（5年から
10年後）、年間100ミッションを調達するとな
ると、40M$×100＝4000M$は小さい予算で

はない。DOD予算が全体的に減少していく中
でORSへの予算配分の可能性につき疑問視す
る向きもある。UAV及び戦術衛星他の手段も
あり、費用対効果的に有効的であることを証
明する必要が有るほかデブリ対策という観点
からも何らかの対策を提案することが必要で
ある。しかし、議会はORS構想に興味を有し
ているため、ORSはNice to Have（持つと良い）
ではなく、Need to Have（持たなければならな
い）ということを証明できれば装備化等が進
展する可能性がある。

$150
$130

$ Millions

$110
$90
$70
$50
$30
$10
-$10
Orbital Express (D)
TacSat
Space Test Program
Total

2007
$34.7
$0.1
$36.0
$161

2008
$0.0
$14.8
$36.3
$161

４．あとがき
ORSは9年前に、ベンチャー企業の提案に
より発生したコンセプトであり、特定の装備
を対象としたプログラムではない。今のとこ
ろ現場（戦場）からの明確な要求もなく、この
10年間は年間50m$程度の経費で技術実証を
細々と継続し、その間にミッション化を見出
そうとしている。明確なミッション化への目
算があってORSオフィスを設立したわけでは
なく、地域産業振興を画策する地方議員の要
求による外部圧力が背景にあったとも言われ
ている。
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2009
$0.0
$30.6
$40.6
$230

2010
$0.0
$52.8
$44.9
$247

2011
$0.0
$52.7
$45.2
$239

2012
$0.0
$52.6
$46.4
$243

2013
$0.0
$52.50
$47.7
$248

大手企業やベンチャーの間に温度差が大き
く、大手企業はとりあえず参加しておこうと
いうスタンスであり、ベンチャーはORSを事
業拡大のための千載一遇のチャンスと捉えて
いる。ベンチャーの論理は、80/20 の法則
（80％の能力を20%のコストで提供）
であるが、
誰が責任をとるのかという観点から、この法
則がDOD内に受け入れられているかは疑問で
ある。
TACSATのコストについても、日本におい
て外部から米国の資料を読んだだけの今まで

平成20年1月

の捉え方には偏見があることがわかった。例
えばTACSATの経費は15M$（これは衛星のみ
の価格でロケットは含まない）であると日本
では一般的に理解されているが、この価格は、
衛星、ロケットともに企業が半分程度R$D資
金を提供している価格である（例：Space-X社
のロケット）。TACSAT１の実績を加味して
正確に価格を見積もると、（衛星＋ペイロー
ド）が40M$、（ロケット）が20M$、合計60M$
となり米議会のコスト目標となっている。
このORS開発の波及効果として、DODとし
てもこれまでの数百億円の衛星から2ケタ（百
億円）を切る衛星が開発できればという期待
があることも事実である。
なお、世界に展開する米国と日本では、対
象となる脅威が異なるため、日本における
ORS開発においては米国の物真似は絶対に避
けるべきである。日本で緊急の脅威発生から
1週間や1か月で打ち上げる必要性が本当にあ

第649号

るのか？また、低軌道のミッションが80%し
か達成できない小型衛星を多数打ち上げて、
高品質の静止軌道の衛星と比べトータルコス
トはペイするのか？など議論すべき点が多く
ある。
しかし、現在我が国の衛星・ロケットは高
すぎて新規に参入しようというユーザは少な
く、ORSのコンセプトから波及が予想される
「低コスト小型衛星・低コストロケット」は国
際競争力強化の観点からも、このORSコンセ
プトは見習う点は多い。問題は、日本が何を
目指すかである（この点については、ORSレ
ポート第2部として、別途報告する）
。
○ 参考文献
・平成18年度 宇宙基本計画のあり方に関す
る調査報告書（SJAC）
・「航空と宇宙」平成19年8月号「宇宙基本
計画への要望」
（STAC会報）

〔（社）日本航空宇宙工業会

技術部部長（宇宙担当）坂本規博〕

35

工業会活動

米国軍事宇宙プロジェクトの現状
1．はじめに

・ULA社社長兼CEO M. ガス、等

米国、コロラドスプリングスで毎年3月か

シンポジウムの一環として展示会（出展者

ら 4 月にかけて、米国宇宙シンポジウム

数128）が開催されているが、各ブースでは

（National Space Symposium）が開催されてい

出展企業・機関の最近の活動状況を示す展示

る（主催は米国のスペースファウンデーショ

が行われ、展示会全体としては最近の米国の

ンというNPOの財団）。今年は宇宙開発50周

宇宙開発状況を映し出している。米航空宇宙

年を記念して"Our Expanding

局（NASA）や国防総省（DOD）関連の展示

Years

Universe．．．50

of Space Exploration"のテーマのもと

が多いのが特徴といえる。

に、第24回宇宙シンポジウムが、4月7日から
10日にかけて開催された。コロラド州が全米

以下では、本シンポジウムの議論及び展示

で第2位（カリフォルニア州についで）の宇

会を中心に、米国の軍事宇宙活動の動向につ

宙産業の売り上げがあること、米軍の基地が

いて紹介する。

集約しており米軍関係者が集まりやすい場所
であることが、当地で開催される理由のよう
2．米国の軍事宇宙活動の最近のトピックス

である。

と動向

このシンポジウムの特徴は、「全米の宇宙
の3分野（Commercial／Civil／Defense）の関
係機関の長クラスの者が一堂に会し情報交換

2.1

米国の安全保障分野の宇宙政策の現状

を行う場」という位置づけにあるため、米国

2006年8月に発表されたブッシュ大統領の

における宇宙活動の現状・動向を把握するの

米国家宇宙政策（U.S. National Space Policy）

に最も適した会となっていることである。

の国家安全保障分野における宇宙ガイドライ

シンポジウムの出席者は、1日目のオープ

ンでは、対外政策、軍事政策、経済政策、軍

ニングセレモニーが約1,500名、2日目以降の

事活動、外交活動、警戒、危機管理、協定遵

講演セッション、パネルディスカッションが

守監視などを支援する情報及びデータをタイ

1,200名程度であった。今回も次のようなキー

ムリーに提供するため、「軍事とインテリジ

パーソンが参加し、熱心な議論を展開した。

ェンスの包含」という目標を設定している。

・米空軍長官

このため、国防総省は、次に示すミッション

M. ウイニー

・米空軍宇宙司令部司令官

R. ケラー大将

・北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）兼
米国北部方面司令部司令官 V. ルノー大将
・米空軍宇宙司令部宇宙＆ミサイルシステ
ムセンター司令官
・NASA副長官

M. ハーメル中将
W．パーソン

・ボーイング社副社長兼統合防衛システム
部門社長兼CEO J. オルボー
50

・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（軍関係活動の効率性
向上で具体的には諜報・監視・偵察、早
期警戒、指揮・通信、測位・航行、気

C. スコルス

・ケネディ宇宙センター長

を実行する能力を重要視している。

象・環境監視）
・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宇宙空間の監

平成20年6月

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）
・Force Application（紛争の流れや結果に影

第654号

②軌道上赤外線センサ監視衛星システム−
SBIRS（Space Based Infrared System）
SBIRSは、当初、SBIRS-High とSBIRS-

響を及ぼす宇宙活動で具体的には弾道ミ

Lowの二つのシステムで構成されていたが、

サイル防衛）

SBIRS-LowがSTSSに改称されてから、現在、

このように、安全保障分野においては「軍

SBIRS といえば、SBIRS-High を指す。

事とインテリジェンスの包含」という目標を

SBIRSは、DSPの後継として、最新の赤外

達成するために活発な活動が実施されている

線センサのペイロードを搭載して、ミサイ

印象である。

ル発射監視を主任務とする米空軍の次期早
期警戒衛星システムである。静止軌道

2.2 米国の軍事宇宙システムの現状

（GEO）衛星4機と長楕円軌道（HEO）ペイ

米国の軍事宇宙システムに関するプロジェ

ロード2機から構成される。ロッキード・

クトは多岐に亘っているが、わが国に於ける

マーチン社が全体システムと衛星、ノース

防衛宇宙利用を検討する際に参考となりうる

ロップ・グラマン社が赤外線ペイロードを

プログラムにつき現状・動向を紹介する。

担当しているGEO衛星は静止軌道から全地
球をカバーするように配置され、HEOペイ

（1）ミサイル防衛衛星の動向

ロードは北米上空をカバーするように配置

ミサイル防衛は米国の宇宙戦略の重要なプ

される。ミサイル発射を検知すると、その

ログラムの一つであり、次世代ミサイル防衛

情報は衛星上で自動処理されて、全世界に

を担う衛星システムの研究開発状況が積極的

配置された地上局に向けて発信される。発

に展示されていたが、これは次世代ミサイル

信されたデータは、直接あるいは地上回線

防衛構想実現に向けた米国政府の決意を示す

又は通信衛星経由でミッションコントロー

ものであろう。

ルセンター（MCS）に送られ、ミサイルの
軌道等の詳細データが生成される。

①早期警戒衛星システム− DSP（Defense
Support Program）

GEO 衛星はロッキード・マーチン社の
A2100 衛星バスを採用し、発生電力は

ミサイル防衛の中核である早期警戒衛星

2800W、寿命は12年で、アトラス5または

DSPは、大陸間弾道弾（ICBM）のような

デルタ4ロケットで打上げられる。GEO衛

ミサイル発射時の噴煙を赤外線センサで検

星の赤外線ペイロードは、シュミット望遠

知して、早期警戒情報を提供することをミ

鏡を有し、3波長の赤外線を用いた可動型

ッションとしている。ミサイル発射検知機

と固定型センサからなる。データは、Ka帯

能だけでなく核爆発の検知機能も備えてい

とS帯電波により伝送される。最初のGEO

る。1970年の初号機が配備されて以来、通

衛星は、2009年に打上げられる予定である。

信系の能力向上、防護製の強化等の改善を

HEOペイロードは、パンフレットによる

加えつつ運用されてきたが、DSPの最後の

と、重量は約500ポンドで、シュミット望

衛星（23 号機）が 2007 年 11 月にデルタ 4

遠鏡を有した3波長の赤外線を用いた可動

Heavyロケット初号機で打上げられた。現

型センサで、ジンバル機構により機敏で正

在、DSP の後継として、次に説明する

確な指向制御を行う。地上局へのデータ速

SBIRSとSTSSの開発が進められている。

度は100Mbpsである。最初のHEOペイロー
51
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ドは、機密衛星に搭載されて2006年に打上

定されている。

げられた。2機目の打上げは、2008年に予

SBIRS GEO衛星
③軌道上ミサイル追跡及び監視衛星システム−

艦、海上 X バンド・レーダー（Sea-based

STSS（Space Tracking and Surveillance

X-band Radar）、 宇 宙 監 視 ネ ッ ト ワ ー ク

System）

（Space Surveillance Network）等の地上レー

STSSは、以前はSBIRS-Lowとも云われ、

ダ網とともにミサイル防衛システムを構成

低軌道（LEO）に配置され、赤外線センサ

する。衛星製造者はノースロップ・グラマ

を搭載してミサイルの発射検知と追跡を行

ン社で、衛星模型が展示されていた。2008

うことを目的としたミサイル防衛局（MDA）

年11月にSTSS1とSTSS2がデルタ2ロケッ

が開発中の衛星システムである。イージス

トで打上げられる予定である。

STSS全体システム
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の中のグローバルな広帯域（Wideband）衛

（2）次世代軍事通信衛星の動向
米軍の衛星通信システムは、その通信特性

星通信システムとして位置付けられてい

から、情報の伝送量（Capacity）を重視した

る。衛星は、X帯とKa帯を用いた18個の可

Wideband 、アンチ・ジャム（anti-jam）機

変アンテナビームによりポイント間、マル

能及び核戦争状況下での生存性（survivability）

チキャスト及び放送の通信を行う。通信ペ

を高めた

Protected 、移動端末側の環境に最

イロードの使用通信帯域は4.5GHz以上で通

大限応えられる柔軟性（Flexibility）を重視し

信速度は 2.1〜3.6Gbpsである。静止軌道上

た

の3つの分野に分けられる。

5機の衛星で全世界をカバーする。最初の3

将来軍事運用の衛星通信系が重要な役割を

機の衛星はBlock I 衛星といわれ、2号機と3

果たすという分析の下に上記3分野の衛星通

号機は 2008 年中に打上げられる予定であ

信プログラムが並行的に推進されている。現

る。現在、偵察機による諜報・監視・偵察

有システムに比較して極めて高度な性能を目

（ISR）ミッションの高速データ伝送のため

標としているため、技術的課題も多く計画は

にRFバイパス機能を増強したBlock II衛星2

遅れ気味であるが、将来軍事宇宙システムの

機が製造中とのこと。衛星の製造メーカは

一つとしてその動向に注視する必要がある。

ボーイング社である。

Narrowband

以下に代表的な次世代軍事通信衛星の開発
②先進的 EHF 通信衛星システム− AEHF

動向を紹介する。

（Advanced EHF）
①次世代広帯域グローバル衛星通信システム−

AEHFは、Milstarの後継として、2008年
11月に初号機がアトラス5ロケットで打上

WGS（Wideband Global SATCOM）
防衛衛星通信システム DSCS（Defense

げられる予定である。ロッキード・マーチ

Satellite Communications System）の後継で

ン社が衛星システム、ノースロップ・グラ

あるWGSの初号機が、2007年10月にアト

マン社が通信ペイロードを担当している。

ラス5ロケットで打ち上げられた。WGS衛

AEHF衛星は、Milstarと同様に

星は、以前のDSCS Ⅲよりも10倍以上の伝

の分野に属する通信衛星であるが、Milstar

送容量を有する国防総省（DOD）の大容量

衛星よりも耐妨害・低傍受機能を向上さ

通信衛星である。旧称がWideband Gap-filler

せ、また、以下に示すように高速・大容量

Satelliteであったように、当初は次世代の通

化して大幅に通信性能を向上している。静

信衛星までのつなぎの衛星の計画であった

止軌道上3機の衛星群から構成され、

が、現在は、米軍の改革（トランスフォー

60GHz帯を用いた衛星間クロスリンク通信

メーション）における通信アーキテクチャ

が行われる。

System
Data Rate
Satellite capacity
Nullers
Dedicated spot beams
Time-shared spot beams

Advanced EHF
75 bps to 8.2Mbps
400 Mbps
2 @ 64 Mbps, 1 @ 100 Mbps
6 @ 8.192 Mbps
24

Proteced

Milstar
75 bps to 1.54 Mbps
40 Mbps
2 @ 32 Mbps
6 @ 1.52 Mbps
Zero

（出典：ロッキード・マーチン社パンフレット）

53

工業会活動

③トランスフォーメーション衛星通信システム−
TSAT（Transformation Satellite Communications
System）
TSATは、国防総省のネットワーク・セ
ントリック・オペレーション（Network
Centric Operations）の中核エレメントで、
AEHSの後継に位置付けられており、戦術
及び戦略上の作戦を支援するグローバルな

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の宇宙セグメン
トは、静止軌道上に衛星5機を配備し、衛
星にはインターネット型ルーターを搭載し
ている。移動体ユーザとの通信はEHF帯を
使用し、衛星間のクロスリンク通信はレー
ザ光通信を使用する。初号機の打上げは、
2015年を予定している。現在、ボーイング
社チーム（ボーイング社のBS702バス使用。
ボール・エアロスペース社、CISCO, IBM等
が参加）とロッキード・マーチン社チーム
（ロッキード・マーチン社の A2100 バス使
用。ノースロップ・グラマン社がペイロー
ド担当）による衛星システム開発（総額約
110 億ドル）の受注競争が行われており、
今年6〜7月にプライムメーカが決定する予
定である。両社のブースでは、提案してい
る衛星の模型が展示されていた。

ボーイング社提案のTSAT衛星の模型
衛星ネットワーク通信システムである。防
御性と生存性（survivability）に優れ、陸海
空の移動体ユーザとの通信、及び諜報・監
視・偵察を行う無人偵察機（UAV）や宇宙
機との間で大容量のインターネット型の通
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、

ロッキード・マーチン社提案のTSAT衛星の模型
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④次世代移動体ユーザ向け衛星通信システム−
MUOS（Mobile User Objective System）
MUOSは、UFO（UHF Follow-On）衛星シ
ステムの後継として、米海軍が開発中の地
上部隊・艦船・航空機等の移動体ユーザ向
けの狭帯域（Narrowband）通信衛星システ
ムである。宇宙セグメントは、静止衛星上
に4機の運用衛星と予備衛星1機から構成さ
れる。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）を採用したUHFペイロードを搭載
している。また、12mの大型アンテナによ
り16ビームのアンテナビームを構成し、デ
ータ速度を2.4kbpsから384kbps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。ロッキード・マーチ
ン社がプライムで、ボーイング社がUFO継
続ペイロード、ハリス社が大型アンテナを

平成20年6月

担当している。2010年3月に初号機の打上げ
が予定されている。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。

MUOS衛星
以上のように、通信システムは将来軍事
作戦の要であるとの認識の下に各種の開発
プロジェクトが推進されている。我が国に
おいて衛星通信分野の研究計画が積極的に
進められない場合、将来的には彼我の差が
ますます大きくなることが危惧される。
（3）宇宙監視衛星の動向
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、従来から地上システムによる
宇宙監視ネットワーク（Space Surveillance
Network）によって低軌道（LEO）及び静止軌
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道（GEO）のデブリや宇宙機を監視している
が、更に軌道上に宇宙監視を行うSBSS（Space
Based Space Surveillance）衛星を配備する計画
である。SBSS 衛星は、ボーイング社とボー
ル・エアロスペース社のチームにより、2008
年12月を打上げ目標にして開発中である。
また、地上の宇宙監視ネットワークでは静
止軌道上の衛星に対しては詳細な状況把握が
困難なために、米空軍研究所（AFRL）では
ANGELS（Autonomous Nano-satellite Guardian
for Evaluating Local Space）プロジェクトと呼
ばれる研究開発を進めている。ANGELSプロ
ジェクトは、静止軌道上の重要な静止衛星
（ホスト衛星という）の周りに低コストのナ
ノ小型衛星を配備して、ホスト衛星の不具合
状態の把握やホスト衛星周辺の状況監視な
ど、局所型の宇宙状況把握（認識）を行うこ
とを目的とする。2006年にロッキード・マー
チン社が、8百万ドルで2006年8月から2007年
8月までのフェーズ3開発作業（基本設計と詳
細設計）を受注した。その後、プロトタイプ
の開発と飛行試験を行う予定であったが、米
空軍研究所は、ANGELS プロジェクト計画を
加速するためにプロトタイプの開発を中止し
て、2007年11月にオービタル・サイエンス社
へ 29.5 百万ドルで衛星の開発を発注した。
2010年頃に衛星打上げを予定している。

SBSS衛星の模型
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を開設していた。衛星システムは、ノースロ
ップ・グラマン社が担当し、観測センサは、
ボール・エアロスペース社（OMPS：オゾン3
次 元 マ ッ ピ ン グ セ ン サ ）、 レ イ セ オ ン 社
（VIIRS：可視赤外イメージャ・放射計）、ITT
社（CrlS：走査型赤外サウンダー）が担当し
ている。

ANGELSプロジェクト

（4）次世代極軌道気象衛星（NPOESS）につ
いて
国土交通省等が運用している運輸多目的衛
星（MTSAT）は、航空管制・気象観測を目的
とした衛星であるが、公開調達方式により取
得されている。このことから分かるように我
が国おいては気象衛星を安全保障の観点から
運用しているわけではない。一方、米国では、

NPOESS衛星の模型

最近の気候変動を国家安全保障上の問題の一
つと捉えて、衛星による長期気象観測を重要
視しているところに注目する必要がある。

3．その他トピックス
オープニングセレモニーでは宇宙活動への功

国家極軌道環境衛星システム NPOESS

績者に対して、
「Shepard Technology in Education

（National Polar-orbiting Operational Environmental

Award」、「Douglas S. Morrow Public Outreach

Satellite System）は、商務省（DOC）の下部機

Award」、「Space Achievement Award」、「Jack

関である米国海洋大気庁（NOAA）の極軌道

Swigert Award for Space Exploration」 及 び

気象衛星プログラム（NOAA衛星シリーズ）

「General James E. Hill Lifetime Space Achievement

と国防総省（DOD）の防衛気象衛星プログラ

Award」の表彰式が行われ、宇宙航空研究開発

ム（DMSP：Defense Meteorological Satellite

機構（JAXA）が「Jack Swigert Award for Space

Program）とを統合した次期気象・環境観測

Exploration」を受賞した。これは2004年に創設

衛星システムである。

された「Legacy of Space Exploration（宇宙探査遺

米国が3機、欧州気象衛星機構（EUMETSAT）

産）
」に貢献した組織に贈られるもので、JAXA

が協力して1機の計4機を打上げる計画である。

の受賞は米国以外の機関では初めてであり、日

技術的問題により計画遅れとコスト超過が生

本の宇宙科学分野の「はやぶさ」
（2003）
、
「す

じ、初号機の打上げは、当初の 2009 年から

ざく」（2005）、「あかり」（2006）、「ひので」

2013年に延期された。DOC、DOD及びNASA

（2006）及び「かぐや」
（2007）の5つのプログ

から構成されるIPO（Integrated Program Office）

ラムの業績に対して贈られたものである。表彰

が開発を進めており、共同でNPOESSブース

式にはJAXAより井上理事が出席され表彰を受
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けた。また、翌日の講演スピーチで、井上理事

産業の競争力アップに繋がるものであり、今

より「Japan s Space Science and Exploration」とい

後の進展を注視する必要がある。

うテーマで受賞スピーチが行われた。
〔（社）日本航空宇宙工業会
技術部

坂本規博、杉本修〕

JAXA井上理事の受賞スピーチ

井上理事を囲んで
（杉本、JAXA井上理事、坂本、JAXA吉村氏）

4．あとがき
今回当該シンポジウムに参加する機会を得
て、米国における民事・軍事・商業分野での
宇宙活動の現状と動向を把握することが出来
た。今回は軍事宇宙分野を中心として米国の
プログラムを紹介したが、将来の運用場面に
おいて宇宙システムが果たすべき機能分析か
ら要求性能を設定し、その性能達成すべく着
実に研究開発を推進しているという印象であ
った。このようなプログラムは、米国の宇宙
57
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米国における即応型宇宙システムの現状について
（社）日本航空宇宙工業会では、日本機械工業連合会の委託を受け、「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」をおこなっている。今回は、
海外類似システム調査の一環として、小型即応型衛星群を用いた連続的なデータ取得並
びに取得データを我が国に送信する技術、移動型／洋上発射など素早く打上げるための
射場技術などについて、米国の衛星メーカ、ロケットメーカ等を調査した。その調査結
果の一端を紹介する。
1．はじめに
（1）即応型宇宙システム
即応型宇宙システムとは、必要な時期に、

経費面から見ると、10年程度の衛星寿命を
持つ衛星の開発・製造には数百億円の経費が
必要である。しかし、即応型の場合は特定の

必要な機能を持った衛星を打上げ、運用する

目的が完了する（2〜3年）までの設計寿命で

ための衛星・ロケット・射場・管制設備等を

よいため、使用する部品の選定、回路の冗長

含めたシステムである。即応型宇宙システム

設計などで、大幅なコスト低減が可能である。

の構想は、米国が発祥であり、Operationally

また、従来型は想定される事項に100％対応

Responsive Space（ORS）と呼ばれている。米

する機能が必要であるが、即応型の場合は、

国のORSは軍事目的に開発され、世界中の紛

最初30％程度の機能を持つ衛星を打上げ、必

争地域に米軍を派遣する必要が生じた場合

要に応じて衛星を追加することにより、100％

に、紛争地域での偵察・通信などに衛星を活

の機能を発揮するという手法も可能である。

用する衛星システムを短時間に構築すること

技術面から見ると、従来の衛星の開発から

を目的としている。米軍では衛星の活用はす

打上げまでは6〜8年必要である。最近の技術

でに作戦の一部となっているが、いつ起きる

進歩は急速であるため、衛星の運用時に於い

かわからない紛争のために、世界中に衛星網

ても有効な技術を見通すことは困難である。

を構築しておくことは莫大な経費がかかって

即応型の場合は、短いサイクルで開発から打

しまう。そのため、紛争発生時にその地域に

上げまで出来るため、フレキシブルに最新技

対応する衛星群を適宜配備することを可能と

術の導入が可能である。また、短期間での再

するために、ORSが研究されている。

トライが可能であるため、技術実証等につい

（2）日本における即応型宇宙システム

ても段階的なアプローチが可能となる他、比

日本においては、前述の米軍とは事情が違
い、全世界に衛星網をはりめぐらすためのシ

較的安定した事業を確保することが可能とな
る。

ステムは必要ないが、大規模災害の対応、不
審船の領海侵犯への対応などの広域監視にお

2．調査結果の概要

いて、衛星の活用が望まれる。このために恒

今回の米国調査では、即応性を持ったロケ

常的に衛星システムを運用すると共に日本に

ットの発射手法（空中発射）、継続的な衛星

おいても「必要な時期に、必要な機能を持っ

との通信確保（通信ネットワーク構築）、短

た衛星を打上げ、運用する」という思想が有

期間での地上施設構築及び米国でのORS事情

効だと考えられるようになってきた。

を調査するため、次の4企業及びDODの1機
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関に対して調査を行った。

でAir Launch LLCのQuick Reach等を調査し

・Air Launch LLC (San Francisco, CA)

た。

・Universal Space Network (Newport Beach, CA)

同社は、2003年に設立され、従業員が25名

・Integral Systems Inc (Lanham, MD)

の小さな会社である。同社は、DARPA/USAF

・Honeywell Technology Solutions Inc (Lanham,

が推進するFalconプログラムのQuick Reach

MD)

SLV（Small Launch Vehicle）の開発を行って

・ORS Office, DOD (Cambridge, MA)
（1）Air Launch LLC
ロケットの発射方法としては、地上発射
（固定・移動）、空中発射、海上発射などがあ

いる。Quick Reachは、指令後24時間以内に打
上げ可能であり、2段式液体燃料推進により、
低軌道に約450㎏の衛星を打上げることを目
標にした空中発射用ロケットである。

る。航空機からの空中発射の利点としては、

同社では2003年よりFalconプログラムに参

高高度からの打上げとなり、途中の空気抵抗

画し、現在、推進システムの地上燃焼試験、

を軽減でき、エンジン効率を上げることがで

航空機からのドロップ試験などを行ってい

きる。また、地上の天候に左右されないため、

る。すでに、C-17を使用したドロップ試験を

必要な時期に打上げることができるなど数々

3回行っており、3回目には、高度：32,000feet

の利点があるが、このような、空中発射の技

から重量：72,000ポンドの模擬ロケットのド

術・実例が日本にないため、今回の米国調査

ロップ試験に成功している。

航空機からのドロップ場面 1）
（2）Universal Space Network

投下された模擬ロケット 1）
有せず、衛星地上（通信）サービスを提供し

日本では、JAXAがUniversal Space Network

ている。北米、欧州、アジア、アフリカなど

を使用して海外通信基地での衛星とのデータ

世界中に衛星用通信アンテナを保有し、すべ

送受信を行っている。将来的に専用（独自）

てのアンテナを高速のネットワークで結んで

回線の構築よりも、既存回線の活用が効率的

いる。同社のサービス相手は、米国政府向け

だと考えられるため、今回の米国調査で同社

が60％（NASA向けが約35％、DOD向けが約

のネットワーク状況等を調査した。

25％）、商業／国際顧客向けが40％となって

同社は、1997年に設立され、従業員が40名
の小さな会社である。同社は、衛星自体は保
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いる。
同社は、1997年の創業以来、年間25％の率
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で急成長し、2006年から2007年にかけては、
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同社は、1982年に設立され、従業員が550

30％の成長を達成している。この成長の要因

名の中規模会社である。同社は軍関係の業務

は同社の卓越した顧客サービスと低価格にあ

に450名、商業分野に100名が従事している。

る。顧客は初期の設備投資なしに、衛星との

商業地上管制運用者としては世界最大の企業

通信回線を確保でき、衛星との通信回数、デ

であり、世界の商業通信衛星の50％のTT&C

ータ量などの使用量によって料金が決定され

（Telemetry,Tracking and Command）業務を受

るシステムであるため、携帯電話のような手
軽さでサービスの提供を受けることができる。
同社は、低価格化（競争力強化）のために

注している。
同社は、ボーング、ロッキードマーチン、
アルカテル、オービタルスター、スペースシ

ソフトウエアの使用によるオートメーション

ステムロラール、アストリウムユーロスター、

化を推進しており、ほとんどの地上局におい

ノースロップなど主要メーカの衛星バスの管

て、機械的メンテナンス以外では、設備は自

制を手がけている。また、単一衛星だけでな

動化され、無人である。地上局のコントロー

く、複数衛星バス、コンステレーション（群）

ルは、1週間7日、1日24時間体制のメインセ

にも対応可能であり、静止衛星、周回衛星な

ンター（カリフォルニア州とペンシルバニア

ど幅広い実績がある。

州の2箇所）において遂行されており、1〜2

以前はユニックスベースでソフトウエアを

名の24時間シフト要員によって実施されてい

開発していたが、3年前よりウィンドウズに

る。

動作環境を変更することにより、ハードウェ
ア環境に大幅な汎用性を持たせることが可能
となっている。これにより、ハードウェアの
製造中止問題が格段に解消された。また、各
機能毎にパッケージ化を行い、軌道制御ソフ
ト（OASYS）、テレメトリデータ蓄積ソフト
（ Archive Manager）、 制 御 の 自 動 化 ソ フ ト
（Task Initiator）などを開発し、これらのパッ
ケージソフトを統合したEpochシステムとし
て供給している。
これらのパッケージソフトを活用すること
訪問先対応者と調査員

により、衛星管制用ソフトウェアの開発が短
縮され、昨年の実績では、フルターンキーベ

（3）Integral Systems Inc
Integral Systems Incは、商業衛星管制業務で
は世界最大であり、主要衛星メーカの衛星管

ースの衛星管制業務を受注してからシステム
完成まで8ケ月という短期間で遂行できてい
る。

制をおこなっている。パッケージソフトなど

開発期間の基本的な標準としては、軍の場

を活用した衛星管制システムの短期間開発を

合は12ヶ月、商業の場合はその半分で済む。

即応型宇宙システムの参考とするため、今回

軍の場合はMIL-STDを遵守しなければならな

の米国調査で同社の管制ソフトウエア等を調

いため、期間・コストが商業の 2 倍になる。

査した。

（しかし、実質的な品質に差はないとのこと）
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同社では、アジア市場に注目しており、ア
ジア担当グループを設置し、近い将来、日本
に事務所を開設する計画を持っている。実際

アリング、地上コントロール施設構築、シス
テムの運用、保守など多岐に及んでいる。
今回、同社が最近行った、あるいは現在行

に、台湾などとの新規契約が行われており、

っているプロジェクトの業務内容についてヒ

日本ではスカパーJSAT ㈱と契約を行ってい

アリングを行った。

る。

・NEMS (Near Earth Network Services)
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
・MOMS (Mission Operation & Mission Support)
低軌道及び深宇宙の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
・SCNC (Satellite Control Network Contract)
18箇所の地上コントロール施設（12箇所が
固定、2箇所が異動方）のシステム構築設
計と改築
訪問先対応者と調査員

・GUTS (Global High Accuracy Trajectory Systems)
レーザーレンジングシステムの製造、デー

（4）Honeywell Technology Solutions Inc（HTSI）
Honeywell Technology Solutions Incは、衛星
事業における世界屈指のメーカであり、数多

タ処理ソフトウエア、NEC 製レーザと
Brashear製lmテレスコープとのインテグレ
ーション

くの衛星・地上施設の構築に参画している。

・BMRST (Ballistic Missile Range Safety Technology)

衛星・地上システム構築の参考とするため、

GPSを活用した移動型（トレーラー）のレ

今回の米国調査で同社の衛星・地上システム

ンジセイフティテレメトリシステムの開発

等を調査した。
同社は、1950年にBendix Radioとして創業
し、Allied Signalの買収などを経て2000年に
HTSIとなった。同社は、従業員が約4,000名
の大企業であり、政府関係との契約が96％を
占め、民：軍の比率はほぼ半々である。（宇
宙事業以外にもロジスティックス、IT、技術
サービスなども行っている）
同社は、1958年以降、地上システムも含め
て700機の衛星事業に参画しており、深宇宙
探査、惑星探査、地球観測、リモートセンシ
ング、通信衛星、防衛分野など幅広い分野で
活躍している。また、同社が携わる範囲も、
ミッションコントロール、システムエンジニ
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（5）ORS Office
ORS Office は、国防総省の 1 機関であり、
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〜 8）を推進し、着実に成果を上げている。
今後は、TACSATプロジェクトよりも実証度

ORSプログラムの推進を行う部門である。今

の高い技術を用いる衛星の開発を計画中であ

回、ORS Officeの担当者から話を聞く機会を

る。最近のORSオフィスの活動状況（トピッ

得ることができたので、米国におけるORSの

クス）は以下の通りである。

計画・予算、トピックスなどの最近の状況等

①空軍は短期間衛星製造の実証を行い、標準

について調査した。

バスおよびシリーズ化されたペイロード用

米国におけるORSプログラムの起源は2006

コンポーネントを使用し、組み立て、イン

年発表された大統領の国家宇宙政策であり、

テグレーション、電気チェックアウトを

国防総省が2007年の議会・軍事委員会へ提出

4時間で完了した。

した報告書では、ORSを「安全保障分野にお

②衛星を短期間で配備する実証を行った。打

ける統合指揮ニーズをタイムリーに満足させ

上げ延期というアクシデントがあったが、

るための確約された宇宙能力」と定義してい

この実証において、製造済みの衛星を射場

る。また、ORSは安全保障分野のみならず他

に運び、打上げるまでを6日間で実行する

分野のユーザニーズを満足させるものとして

ことができた。

以下の要求事項をあげている。
・高い信頼性を持ち、タイムリーで、機動的
で、順応性、弾力性を有する。
・国家の総合力を拡張するために使用される。

③空軍はRadarsat2のデータを入手し、いかに
ミッションニーズにマッチさせるかを戦術
部隊のユーザに示した。
④モジュラーオープンアーキテクチャの開

・特定の顧客の要求に応える。

発。小型衛星の迅速な設計と開発を可能と

・短期間の運用が必要なニーズに応える。

するモジュラーアプローチのための「ミッ

・統合軍司令官のニーズを満たす。

ションキット」を開発した。

これらの即応的な宇宙能力のニーズに対応

⑤本年 12 月に打上げ予定の TACSAT3 では、

するため、米国では次の3種類のアプローチ

既存の通信衛星に代替できる共通データリ

を採用している。

ンク（現在、グローバルホークとU2で使用

・ティア1：既存の宇宙資産（既開発機材・

中）の実証を行う。

技術）を利用して、要求後速や
かに、新しい衛星の打上げを可

⑥ORSプログラムの予算計画（見積ベース）
は概略次のとおりである。

能とするための革新的な手法を

2008年度

＄097M（million）

構築する。

2009年度

＄110M

・ティア2：要求されてから、数日〜数週間

2010年度

＄115M

の間で準備できる標準的な衛星

2011年度

＄097M

及びロケットを取得する。

2012年度

＄097M

2013年度

＄124M

・ティア3：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。

3．あとがき

ORS Officeでは、ORSの有効性を実証する

今回の米国調査では、訪問先の友好的な協

ために、TACSATプロジェクト（TACSAT-1

力が得られ、即応型宇宙システムに必要な
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数々の技術について情報収集することができ

参考文献

た。訪問企業の多くは、すでに日本の企業・

1）Progress Toward First Flight of the QuickReach

団体と仕事をしており、来日経験のある担当
者も多数いたこともあり、調査は順調に行う
ことができた。

Small Launch Vehicle (SSC07-III-3)
1）Debra Facktor Lepore, President AirLaunch
LLC

今回の調査によって、各企業のコンタクト
先を得ることができたので、さらなる情報収
集を行い、今後の即応型宇宙システムの調査
研究に役立てていく。また、今回の調査が、
我が国の宇宙機器産業の発展の一助となれば
幸いである。

〔（社）日本航空宇宙工業会 技術部部長
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欧州の軍事衛星通信の動向
１．はじめに
米国軍が軍改革の一環として、実現に向けて 2003 年に取組み始めたネット･セントリック･ウォ
ーフェア(NCW)構想が世界に拡がり始め、特に欧州においても同様の構想への取組みが見られるよ
うになった。同構想は、宇宙及び地上のネットワークを増強且つ統合化し、政府から前線の兵員
に至るまで情報のリアルタイムでの共有化を実現すると共に、戦闘効果の劇的な向上を図るもの
である。静止通信衛星は、同構想における宇宙セクターの中心に位置づけられている。筆者は、
今回 10 回目となる欧州の軍事衛星通信に関するコンファレンスである Global MilSatCom 2008 ＠
London に出席する機会を得たので、それに基づき欧州における軍事衛星通信の動向について報告
する。
なお同コンファレンスには、欧州主要国の軍関係者、NATO、ESA、欧州企業だけでなく、カナダ、
オーストラリア、南アフリカ、UAE の軍関係者からも講演があり、示唆に富んだ内容であった。
２．欧州の軍事衛星通信の状況
（１）英国
英国国防省は、1972 年打上げた SKYNET2 シリーズ以来、独自に開発した軍事通信衛星シリーズ
SKYNET３、SKYNET４を運用し軍事利用を図ってきた。ところが 2007 年～2008 年に打上げられた
SKYNET５シリーズからは、英国国防省が衛星利用を担保する代わりに民間の資金で衛星の開発、
打ち上げ、運用を行う Private Finance Initiative (PFI)方式に切り替えられた。実際には欧州
の宇宙開発トップ企業 EADS-Astrium 社が設立した Paradigm 社が PFI の受け皿となり、2020 年ま
での通信サービス提供の契約(￡3.6ｂ)がなされている。なお Paradigm 社は、英国国防省だけでな
く他国の国防省への通信サービス提供の契約が可能となっており、実際 NATO、ポルトガル国防省、
オランダ国防省等と契約を結んでいる。
本講演では、実際にアフガニスタンやイラクにおける任務経験を有する英国軍の幹部より衛星
通信の現状について、また Paradigm 社より SKYNET５システムについての大変興味深い講演があ
った。
①前戦からみた衛星通信
実際に SKYNET シリーズを利用して任務を遂行している英国軍幹部から、軍事衛星通信の利用実
態について説明があった。先ず、近年の軍事作戦では、戦闘エリアから本国及び関連国までを含
む広大なネットワークが構成され、この広大なエリアに拡散して展開する高機能な装備を有する
小規模部隊からの絶えず変化する情報要求等がある。特に戦闘エリアからの諜報･警戒･偵察に関
するタイムリーな情報交換要求が増大している。また陸･海･空共同作戦や他国軍とのインターオ
ペラビリティー確保のための情報交換要求も増加している。更に、戦闘だけでなく、諜報、医療、
兵站、管理、メディア、厚生面等に係わる多様な要求にも応えていく必要がある。NGO との情報
交換も行っているとのことである。こうした任務を達成するためには機材メーカによる支援は欠
くことができないものであり、契約による部隊同行支援業務を重要視している。但し、幸い死傷
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者は出なかったものの民間技術者が作業する仮設の機材操作室がロケット弾の攻撃を受けた例が
あり、こうした民間人を守ることも課題のようである。
こうした背景の下、英国軍は衛星通信面で、戦場の厳しい気象環境及びテロ攻撃等の脅威の下
で信頼性を確保し、且つ部隊の頻繁･緊急な移動に対応できる弾力性を確保するという、相克する
システム要求を実現すべく、技術的な限界等へ挑戦してきた。その結果得られた主たる教訓とし
て、適切な訓練が必須、情報を蓄えるのではなく配布し利用することが重要、サービスの効果的
な管理が重要、必要に応じて拡張ができるネットワークの構築が必要、将来システムへの要求に
おいて ISTAR(諜報･監視･目標探知･偵察)が支配要因となること、が挙げられた。
ここでアフガニスタンにおける経験として、2006 年と 2008 年の状況比較の紹介があった。
2006 年は、データ処理及び戦場へのタイムリーな高速転送に係る能力が不足し、メール添付文
書の容量が制約、情報を融合し作戦に使えるようにする能力が欠如していたため、作戦遂行が著
しく制約されるなど、衛星通信の状況は作戦上の要求に程遠いものであった。これに対して 2008
年では、ネットワークの能力及び柔軟性が向上し、SKYNET５等による衛星通信能力も改善したこ
とから、情報管理及び利用が向上し、また相互連結された共通応用システムの利用が拡大し、訓
練の向上が実現されている。
以上の説明を総括して、前戦からみた衛星通信に対する見解として以下が述べられ、必要な改
善は既に進行中とのことであった。
・諜報の効果的な利用は、あらゆる司令官の成功にとって不可欠である
・新しい NEC(Net Enabled Capability)が既にアフガニスタン他に出現している
・限りなく拡大する IER(諜報･電子戦･偵察)を満たすために更なる挑戦が必要である
・特にハードウエア、応用及び人員訓練の向上のため、更なる取り組みが必要である
②前線への情報･通信サービスの提供
講演者のイラクにおける経験から、｢高度に展開可能な能力を有する衛星通信は、戦闘遂行上真
に枢要な位置づけにある。｣とのコメントがあった。また作戦遂行上の要求は常に拡大し続けてい
るとのことである。砂漠は熱波と砂嵐という苛酷な環境にあり、車両、機材の堅牢さが極めて重
要であり、また電源の安定供給を維持することが困難を伴うことも認識しなければならないとの
指摘もあった。
軍のオペレータの観点から、サービス購入について、｢能力が全てであり、所有する事には意味
が無い。｣との指摘があった。但し、作戦の早さに対応した迅速なサービスの提供が大きな課題で
ある。その点で PFI は、軍と企業がパートナーとして協働し、お互いに自由な意見交換や信頼関
係の醸成を通じて、サービス提供企業が軍の目指すところを理解し、何時でも要求に応えられる
ように備えることが可能になると考えられている。他方、｢宇宙への確実なアクセス(保障された
サービスレベルを高い確実性を持って提供する)｣が英国国防省の政策とされている。この点で商
用衛星通信は、能力的には魅力的であるが、緊急時の対応性、コントロール権、占有使用権、防
御性の点で疑問視されている。
将来の中核ネットワーク構想は、NEC の本格的構築に向けられており、そのため、統合化され
た汎用目的のネットワーク、統一化されたネットワーク防御アーキテクチャー、統一管理された

2

グローバルにアクセス可能な情報ドメイン等に関する検討が行われている。
③SKYNET５システム
現在 Paradigm 社が運用している軍事衛星通信システムは、SKYNET４C,４E,４F と SKYNET５A,
５B,５C の６機である（図１＆２参照）。SKYNET４シリーズの寿命は 2012 年前後までとなってお
り、2007 年から 2008 年にかけて打上げられた SKYNET５シリーズが任務を引き継ぐ予定である。
SKYNET５は、EADS-Astrium 社が主契約者となり開発され、E3000 バス(衛星の電源供給、姿勢軌
道制御、熱制御等の基盤機能部分)上に UHF(極超短波)通信装置と SHF(センチ波)通信装置を搭載
し、西は米国中西部から、東は中国、日本の九州までをカバーできる覆域を有している。SHF 通
信装置は、フェーズド･アレイ･アンテナを採用し、多重･可変走査可能な送信スポットビームの発
生及び多重･可変成形可能な受信ビームパターンの発生が可能となっている。また、敵からの直接
攻撃や干渉に対する防御機能も有している。SKYNET５衛星群は、電力制限の無い X 帯(8～12GHｚ)
の通信サービスを提供する他、作戦地域に最適化された通信覆域を数分で再構成することが可能
であり、地上の通信端末の要求に適合した柔軟なビーム送信が可能である。また、戦域にある艦
上端末と陸上端末及び戦略ネットワーク間のネット接続も可能である。

図１

図２

SKYNET４＆５の軌道上配置

SKYNET５の外観図
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（２）フランス
フランス国防省より、将来衛星ネットワーク及び通信について講演があった。今年 6 月に発表
された新しい、｢防衛と国家安全保障に関する白書｣では、｢大西洋からインド洋にかけて｣を国家
安全保障上の主要な戦略軸と位置づけ、新しい戦略として｢知識と予測、防止、阻止、防御、干渉｣
の習熟を挙げている。この中で｢知識と予測｣に関する作戦要求上の最重要課題の一つとして衛星
通信の更新について説明があった。
フランス軍のグローバル通信システムは、衛星通信 SYRACUSEⅢ(図３参照)、HF(短波)と UHF(極
超短波)のラジオ、新世代無線通信網 SOCRATE を主要な 3 本柱とする、シームレスに統合されたネ
ットワークに依存している。このうち SYRACUSEⅢは、2005 年、2006 年に打上げられた２機の衛
星からなり、大西洋から東インド洋までを覆域とする他、SHF(センチ波)と EHF(ミリ波)の通信装
置、耐ジャミング能力、移動局との通信能力、放送サービス機能を有し、367 のユーザー局との
通信を行うものである。また、地上管制設備の近代化も行い、2011 年に全システムの稼動が予定
されている。
なお、通信可能域の拡大等の補足的な目的のため、フランス国防省は、フランス軍の要求に応
じて世界の商用衛星通信サービスプロバイダーから所要のサービスを確保して提供する契約
(ASTEL-S)を EADS-Astrium 社のサービス部門と締結している。但し、提供されたサービスの運用
は、フランス軍が直接行っている。
他方フランス軍は、イタリア軍との軍事衛星通信共同プロジェクトとして SICRAL２、イタリア
軍とベルギー軍との共同利用する衛星として ATHENA の開発を推進している。SICRAL２は、
SYRACUSEⅢの冗長系を構成するものであり、2012 年に打上げが予定されている。同衛星は、
SYRACUSE と同じ保護された X 帯通信装置及び UHF 通信装置を搭載し、SYRACUSEⅢA,ⅢB システム
と統合して 2018～2020 年までフランス空軍の作戦上の処理能力要求に応えるものである。この３
機の衛星通信システムの完成によりフランス軍全体のシームレスな統合化ネットワークが完成す
ることとなる(図４参照)。これに対して、ATHENA は、フランスの国防省と宇宙機関(CNES)、イタ
リア国防省と宇宙機関(ASI)の 4 機関共同プロジェクトであり、非防御型の Ka 帯(26.5～40GHｚ)
及び EHF 通信装置を有する衛星と地上システムから構成され、衛星管制はフランス国防省によっ
て行われる。ATHENA は 2013 年に打上げが予定されており、軍事衛星通信に関する補足的な処理
能力を提供するものであり、フランス軍とベルギー軍は Ka 帯を使用する。前述において“補足的”
の意味するところは、彼らの言葉で“Non-Vital”(非枢要部分)とのことである。
フランス軍は性能向上型の SYRACUSE Ⅳの計画を有しており、打上げは 2017 年に想定されてい
る。SYRACUSE Ⅳに対するユーザー要求としては、データ送信速度の高速化、地上局の高能力化、
稼働率の向上、端末の小型化、移動体通信能力の増強、等が挙げられている。これらの対策のた
め、防御型 X 帯中核ネットワークの増強、データ送信速度増のため Ka 帯/EHF 通信装置及び移動
体通信能力増のため UHF/L 帯通信装置の拡張、搭載処理アルゴリズムの高速な構成変更等の検討
が行われている。
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図３

SYRACUSEⅢの外観図

図４

SYRACUSE/SICRAL を中心としたフランス軍の
統合化ネットワークの概念図

（３）イタリア
イタリア国防省より衛星通信開発について講演があった。現在イタリア軍は、2001 年に打上げ
られた SICRAL１システム(図５参照)を運用しており、これに加えて 2009 年に SICRAL１B の打上
げを予定している。更に次世代軍事衛星通信システムとして SICRAL２を開発中である。SICRAL２
システムは、
現有 SICRAL１システムを補強することによるイタリアの軍事通信衛星群の完成の他、
NATO やフランス軍の要求を満たすことによる国際協力の維持強化、チャンネル追加による UHF 通
信能力の増強を目指したものである。SICRAL２は革新的 SHF 通信装置を搭載し、多重スポットビ
ームにより通信覆域を柔軟に変更できる機能、ビーム毎の帯域と周波数を柔軟に変更できる機能、
ビームの放射電力を柔軟に変更できる機能を確保する予定である。
他方、フランスとの共同プロジェクトである ATHENA は、国防省の非戦術用衛星通信用途、及び
民亊機関の市民保護や消防等の用途に関する衛星通信サービス提供を行うものである。同計画は、
フランス/イタリア共同利用及び民亊/軍事両用による相乗効果の活用を狙いとしており、開発契
約は 2009 年を予定している。
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イタリア軍の今後の活動は NEC の実現に向けたものであり、SICRAL２の開発に併せて、地上ネ
ットワークの統合、移動体通信に適合する新しい端末の開発に取組んでいる。具体的には、セン
サー、早期警戒、武器システム、指令管制システム間の情報流通を支援する統合化衛星･地上シス
テムに基づく NEC アーキテクチャー開発の加速化を図ることを計画している(図６参照)。

図５

SICRAL１の外観図

図６

SYCRAL を中心としたイタリア軍の NEC 概念図

（４）ＮＡＴＯ
ＮＡＴＯからの資金で運営されている非営利団体 N3CA(NATO Consultation Command and Control
Agency)よりＮＡＴＯの地上及び宇宙セグメントに関する講演があった。
現在 NATO 軍は、アフガニスタンにおける国際安全保障支援軍(ISAF)、バルカン半島における軍
事行動、イラクにおける訓練任務、NATO レスポンス･フォース(NRF)の演習、多国籍海上タスクグ
ループ、等の任務において実際に衛星通信を活用しており、宇宙セグメントとして英国の SKYNET
4F、5A、5B(SHF＆UHF)、イタリアの SICRAL 1(SHF＆UHF)、フランスの SYRACUSE 3A(SHF)、米国の
衛星群等を利用している。
今後の展開としては、ＮＡＴＯ軍の責任範囲の拡大に伴い、更に多くの戦域への同時並行支援

6

が必要となる。このためには準グローバル衛星通信に対する要求の増大、加盟国数の増加に伴う
利用可能衛星通信システムの増加と連携確保の必要性、商用衛星通信能力の利用の増大、が挙げ
られた。また将来的には、主要メンバー国の NEC の実現に対応して、NATO としても衛星･地上シ
ステムのネットワーク化による NATO 版 NEC の構想を有している。
（５）欧州機関
欧州防衛機関(ＥＤＡ;European Defence Agency)は、欧州の防衛能力の開発及び防衛協力の促
進、欧州防衛技術産業基盤の強化、研究開発の促進を任務として 2004 年に設立された。現在、衛
星通信に関しては、短期的なニーズである｢衛星通信の調達最適化｣と長期的なニーズである｢次世
代衛星通信の研究｣について活動を行っている。衛星通信の調達最適化については、2010 年に欧
州衛星通信調達セル(ESCPC)の立上げ、メンバー国からの要求に基づいた商用衛星通信サービスプ
ロバイダーへの発注を行う予定である。次世代衛星通信については、2020 年からの次世代衛星通
信の構築に向けて、メンバー国との調整を経ながら、必要とされる技術と研究の洗い出し、及び
技術の開発取得に向けた活動のマッピングを行い、技術の優先度を明らかにする予定である。具
体的には、EDA が専門家等からなるプロジェクトグループを構成し、個別技術毎に活動を立上げ、
調査研究を推進する予定とのことである。
欧州宇宙機関(ＥＳＡ;European Space Agency)は、2007 年 5 月に EU と ESA によって採択され
た欧州宇宙政策(European Space Policy)に謳われた、｢欧州の安全保障と防衛のニーズに応える｣
こと、及び｢欧州宇宙産業の競争力と技術革新を促進する｣ことに基づき、軍事関連技術に関する
研究開発に取組んでいる。但し、ESA は、直接軍の要求に基づいた軍事衛星システムの開発を行
うのではなく、軍事利用可能な技術の開発を行い、その成果を企業に渡すことを通じて軍事利用
を図るというアプローチを取っている。衛星通信に関しても、ESA は、メンバー国の衛星通信プ
ログラムとの協調、新しい革新的衛星/地上関連技術、あるいは新しい衛星通信応用に関する実証
プロジェクトへの資金援助(基礎研究 100％、実用研究 50％)、及び標準化活動支援を行っている。
軍事利用可能な技術開発としては、中継衛星を使った無人機(UAV)による収集情報の中継、及び航
空機との光通信、次世代大型静止衛星バス Alphabus 開発、小型静止衛星、他のプログラムに取組
んでいる。

３．その他の国の軍事衛星通信の状況
（１）オーストラリア
オーストラリア国防省の国防科学技術機構(DSTO)より同国の衛星通信について講演があった。
同国軍が主として利用している通信衛星は、2003 年 7 月に打上げられた Optus C1 である。Optus
C1 は、オーストラリア及び周辺国向けの商用衛星通信サービスを提供する OPTUS 社が使う通信装
置と、オーストラリア軍が使う軍事通信装置とを搭載する共用衛星であり、衛星の管制は Optus
社が行い、軍事通信装置の管制は軍が行っている。軍は現在、軍事通信装置として UHF、X、Ka 帯
を使用しており、特に X と UHF を多用している。但し、地上端末の導入に伴い Ka の利用が増加し
始めている。なお、Optus 社は、2001 年にシンガポール政府が部分所有するシンガポールの通信
会社 SingTel に買収され、軍は SingTel/Optus 社との契約の下に同衛星を使用している。
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2007 年オーストラリア政府は、軍の衛星通信需要の拡大に対応するため、米国国防省が開発･
配備中の広帯域軍事衛星通信 WGS(Wide Band Global SATCOM)をオーストラリア軍が利用できるこ
とを保障する協定を米国政府と締結した。この実現のためオーストラリア国防省は、元々５機配
備予定であった WGS を６機体制とし、６機目の開発･打上げ･運用に係る資金を米国政府に支払う
ことで、WGS６機全部の利用権を確保することとなった。但し、WGS６機の所有権は米国国防省に
ある。なお、WGS 利用のための地上端末の整備は上記協定には含まれておらず、オーストラリア
軍が独自に調達する必要がある。WGS は耐ジャミング性等の保護機能を有しておらず、オースト
ラリア軍としては、あくまで Optus C1 と WGS とを併用していく方針である。
（２）カナダ
カナダ国防省より衛星通信利用に関する講演があった。現在カナダ軍は、アフガニスタンを初
めとして世界 16 ヵ所に、1000 名を越す大部隊から数名の連絡将校まで約 4500 名を派遣している。
カナダ軍は、
現在海外の商用衛星通信を利用しており、広帯域用として Telesat、ND-Satcom、VSAT、
狭帯域用として Iridium＆Thuraya(音声)、INMARSAT のサービスを利用している。
カナダ軍が抱える現在の課題は、衛星通信需要が益々拡大する中で、商用の C(4～8GHz)、Ku(12
～18GHz)帯通信容量の縮小への対応、及び作戦上のニーズと予算制約とのバランス確保等である。
このような中でカナダ軍は、防御された軍事衛星通信の利用を決定した。その手段として、現在
米国軍が開発中の AEHF(Advanced Extremely High Frequency)軍事衛星通信の利用を図るため、
米国政府と協定を締結した。具体的には、カナダ軍は AEHF へ４％のアクセス権が保障されるとい
うものであり、それに対する相応の対価を支払うようである。但し、実際にはカナダ軍が必要な
時に何時でも自由にアクセスできるわけではなく、米国軍の管理下でアクセスし、トータルとし
て４％の使用が保障されるとのことであった。
（３）南アフリカ
南アフリカ国防省より同国の衛星通信の軍事利用に関する講演があった。90 年代半ば南アフリ
カ国防省は、種々の平和維持任務のためアフリカ内に展開された派遣隊に、情報･通信サービスを
提供するため、衛星通信を利用することを決定した。アフリカの広大な地域に展開している部隊
をカバーするため、南アフリカ軍は商用衛星通信の C 帯通信を利用している。
南アフリカ軍の衛星通信需要拡大に対応するため、現在同国防省は、軍専用の新しい衛星通信
システムの導入を計画しており、その要求事項を検討中である。具体的には、スター＆メッシ構
成(注)、帯域の最適化、防御法、音声･データ･映像の送信、南アフリカ軍の固定局インフラとの
統合、アフリカの気象環境に対応できる堅牢な端末、等について検討している。彼らは、衛星通
信利用のメリットとして、マイクロ波回線を施設するより安価であり、比較的短期間で施設可能
かつ維持費が安い、地上車両･艦船･航空機による搭載が可能、防御されたポイント間の通信が可
能、等を挙げている。
注：ネットワークの構成形態を示すものであり、スター構成は交換設備と各端末が放射状に接続さ
れる形態であり、メッシュ構成は各端末が一つ以上の他の端末と接続される形態である。

（４）アラブ首長国連邦(ＵＡＥ)
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アラブ首長国連邦(ＵＡＥ)軍より同国の衛星通信の計画について講演があった。UAE 軍は、米
国、欧州を中心に進んでいる NEC への転換を視野に入れて、同国軍としての新しい衛星通信シス
テムの導入を計画している。また、紛争や危機発生時における衛星通信のメリットとして、迅速
な展開とグローバルな覆域が可能で、入手性や信頼性、コスト効率に優れている点が挙げられた。
UAE 軍が計画中の衛星通信システムは、多重ビーム及び多重帯域を有する２機の衛星(Yahsat 衛星
と呼ばれる)からなり、85 カ国をカバーできる軍事＆商用両用システムである。Yahsat は、重量
6 トン、電力 11kw、寿命 15 年の衛星であり、通信装置として静止軌道上の周波数密集の回避、広
帯域確保、端末の小型化による航空機や艦船への適合性、狭ビームによる優れた耐ジャミング性
の観点から Ka 帯を採用する予定である。同衛星の運用管理は、同国の投資会社 Mubadala が保有
する Al Yah 衛星通信会社が行う予定である。

４．所感
今回の調査で印象的であったのは、英国軍の説明した PFI 方式と、フランス軍及びイタリア軍
の説明した軍所有方式は、対照的な衛星通信システムの運用方法でありながら、各国軍講演者は
自国方式がベストと自信を持って講演していた点である。PFI の下では、民間の技術者が部隊の
一部として機材の運用･整備のため戦闘地域に同行している点も気になった。
また、講演した各国軍が異口同音に｢衛星通信需要の増大｣を述べていたことは、世界の軍事潮
流という観点から興味の持たれる点であった。この需要増大に対して、秘匿性が高い情報や防御
が必要な情報の通信には軍専用衛星を使い、その他の情報の通信には軍民両用衛星を補足的に利
用することが主要国の基本的な考え方であることが確認できた。なお、OPTUS 社の例のように、
商用衛星通信サービス会社の利用には、買収等のリスクに対する考慮が必要と考える。
[(社)日本航空宇宙工業会 技術部(宇宙担当)部長 塙 有二]
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第665号

欧米における宇宙状況認識の動向
1．はじめに
現在、欧米を中心に宇宙状況認識（SSA：

発生した破片は、2月27日現在で414個がカタ
ログに記載されているが、これらの破片は、

Space Situation Awareness）というコンセプト

イリジウムの他の衛星を始めとして地球観測

が脚光を浴びている。我が国においても、平

衛星等の多くの衛星に2次衝突の危険性をも

成21年1月に防衛省から出された「宇宙開発

たらしている。

利用に関する基本方針」において、安全な宇

なお、中型衛星が1㎝以上のデブリに衝突

宙開発利用を支援するための方策の一つとし

する可能性は 100 年に 1 回と言われているの

て取り上げられている。このSSAとはいった

で、100機の衛星が飛行すれば、デブリが衝

いどのようなコンセプト（システム）で、な

突する確率は1回／1年となる。

ぜ各国が争って開発を加速しているのであろ

②脅威認識システム

うか。本稿では、「欧米における宇宙状況認

宇宙空間に存在する攻撃、妨害、情報収集

識の動向」と題して、まず、米国と欧州の宇

等の能力のある脅威の動静を地上及び宇宙空

宙空間監視の現状と、宇宙空間において宇宙

間から確認する能力、及び脅威の探知、追尾、

物体間の衝突を回避するための宇宙交通管理

認識機能を有するシステムで、下記の事例に

システム（STM：Space Traffic Management

対処が可能となる。

System）の動向について述べ、次に、我が国

＜事例＞：中国による衛星破壊実験（ASAT）

のSSA、STMへの対応策について提案する。

2008年1月12日7時28分、中国は、四川省
西昌付近の高度約865㎞（極軌道）を周回す

2．SSAシステムとは
（1）概要

る中国の気象衛星「風雲1号C（FY-1C）」を、
弾道ミサイル搭載の対衛星兵器を用いて破壊

SSAシステムとは、自国の宇宙インフラの

する実験を実施した（打上げ日：1999年5月

健全性を維持し、宇宙空間における他国から

10日）。破壊された衛星は多数のデブリを発

の脅威を認識するシステムで、次に示す異な

生しており、10㎝以上のデブリの数が少なく

る機能を有する複数のシステムの総称である。

とも650個に達すると判明した。1㎜以上の大

①衝突予測システム

きさは200万個以上との試算結果も一部で出

宇宙空間におけるデブリまたは衛星との衝

されている。

突予測が可能なシステムで、下記の事例に対
処が可能となる。
＜事例＞：イリジウムとロシア衛星の衝突
2009年2月11日、シベリア上空800㎞でイリ

③宇宙天気予報システム
太陽活動に伴う宇宙天気予報より得られた
データを分析することで、作戦・対抗策等の
意思決定に使用するシステムで、下記事例に

ジウム（66個の極軌道衛星のコンステレーショ

示す情報を提供する。

ンで通信サービスを行っているシステム）と

＜事例＞：宇宙天気予報の国際ネットワーク

ロシアの古い衛星（1993年に打上げられて軍
事通信に使われていたが1995年以来、通信、
制御の機能は喪失）が衝突した。衝突の結果

（ISES）
海外における宇宙天気情報（人類の健康や、
人工衛星や地上の送電設備といった社会インフ
15
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ラに影響を与えるような宇宙放射線や地磁気嵐

国に地域予報センターが設けられている。我が

などの宇宙環境変動の情報）については、国際

国における宇宙天気予報情報については、独立

宇宙環境情報サービス（ISES：The International

行政法人情報通信研究機構（NICT）の宇宙天

Space Environment Service）によるものが国際的

気情報センター（SWC、Japan Space Weather

には主流であると考えられ、現在、世界12カ

Information Center）が運用されている。

参考：SWCが発信する情報の種類
コンテンツ名

内

容

概況・予報、太陽活動、地磁気活動、プロトン現象、高エネルギー
１ 宇 宙 天 気 情 報 電子、電離層、活動度指数 等（これらは、登録者へ情報メール配
信されている。）
・無線通信ケア情報：宇宙天気が無線通信に及ぼす影響度を配信
・衛星運用ケア情報：宇宙天気が衛星運用に及ぼす影響度を配信
・電力・磁気探査ケア情報：宇宙天気が電力・磁気探査に及ぼす影
２ 最新宇宙天気データ
響度を配信
・GPSケア情報：宇宙天気がGPS測量などに及ぼす影響度を配信
・航空機関係ケア情報：宇宙天気が航空機に及ぼす影響度を配信
黒点数と波長が10.7㎝のマイクロ波の太陽からの電波のフラックス
３
同
上
の毎日の値、月平均値、予測値を掲載
太陽の自転周期27日に合わせたデータプロットを掲載。コロナホー
４
同
上
ルからの高速の太陽風のように太陽の同じ領域からの影響はこのプ
ロットを使い予測することが可能。
・国内での電離層観測、データ提供業務
・南極昭和基地における電離層観測
５
同
上
・東南アジア域における電離層じょう乱監視システムの構築
・世界各国の電離層データの管理・提供
・電離層擾乱発生予測を目的とした研究開発
６ 宇 宙 天 気 予 報 フレア予報、地磁気予報、フロトン現象の予報
NICTの宇宙環境計測グループによる太陽フレア・磁気嵐・オーロ
７ 宇宙天気ニュース
ラ活動など、宇宙天気の最新情報提供
出所：宇宙天気情報センターWEBサイト（http://swc.nict.go.jp/）

（2）SSA運用イメージ
SSAというコンセプトは、米国における軍事
要求により誕生した。ミッション要求としては、

情報化し、ユーザ（部隊等）に予報、脅威分析、
警告・警報等の情報を与えることである。

地上システムと宇宙システムからデータ情報を

米国では、米軍統合宇宙作戦センター

収集し、Monitor（監視する）
、Correlate（相関

（JSPOC）が中心となり、地球軌道にある物体の

をとる）
、Exploit（利用、促進する）
、Fuse（融

検知、識別、追跡等を実施している。世界規模

合し一体化する）というサイクルを回して知識

でスペースデブリを監視するシステム「宇宙監

16
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視 ネ ッ ト ワ ー ク （ SSN： Space Surveillance

置の把握、エ）新しい人工物体の検出、オ）

Network）
」は、北半球に点在し（レーダ／光学

宇宙機のカタログの維持、カ）再突入物体の

方式システムからなる）
、米国宇宙司令部のミッ

所有国の識別、キ）スペースシャトルや国際

ションの一つとして、以下の業務を行っている。

宇宙ステーションとの接近情報のNASAへの

ア）宇宙機の大気圏再突入時刻、場所の予
測、イ）再突入物体とミサイル攻撃との識別、

提供
SSAシステムの運用イメージを、下記に示す。

誤った警戒発令の防止、ウ）宇宙機の現在位

図1

SSAシステムの運用イメージ

（3）SSAシステムアーキテクチャ

3．米国のSSA監視状況

SSAセンターの役割は、地上システム及び

米国では、SSAシステムとして地上システ

宇宙システムから得られる宇宙物体の各種情

ムと宇宙システムを開発・運用している。地

報を一旦集約し、ユーザ要求と国家安全保障

上システムにおいては、米ヘイスタックレー

要求とのバランスを踏まえ、どのユーザにど

ダは、自動追尾が可能で、高度1,000㎞におい

の程度の情報をどういう形で提供するかを判

て1㎝程度の物体の識別が可能である。光学

断することである。SSAシステムのシステム

システムは、マウイ島に3.6m級の光学望遠鏡

アーキテクチャを、次に示す。

を有する。宇宙システムにおいては、SBSS衛
星を開発中である。
17
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①レーダ方式SSAシステム
レーダ方式は、電磁波（レーダ波）を対象
物に向けて照射し、その反射波を測定するこ
とにより、対象物までの距離や方向を明らか
にする方式であり、SSN では Bi-static 方式、
Parabola方式、Radar-Fence方式の3方式が利用
されている。Bi-static方式とは、レーダ波の
送信機と受信機を離して設置し、送受信の時
間差により距離を測る方式である。Parabola
方式とは、方物曲面をした反射器を持つ凹型
アンテナを持ち送受信を1つのアンテナで行
う方式である。Radar-Fence方式とは、地上に
小型レーダを平面上横一列にフェンス状に並
べて宇宙空間の対象物を監視する方式で、機
図2

SSAシステムアーキテクチャ

械的な首振り動作を必要としない方式であ
る。米国におけるSSA（レーダ方式）地上施

（1）地上システム

設を、下表に示す。

地上システムは、レーダ方式と光学方式よ
り構成される。
表1

米国におけるSSA（レーダ方式）地上施設

AN/FPS-85@ Florida

ALTAIR@ Western Pacific

NAVSPASVR@ CA

SSN
設置例

方 式
長 所

短 所

18

Radar-Fence方式
Parabola方式
Bi-static方式
多くのビームを用いること 狭ビームかつ大電力。静止 30,000㎞までの物体は追尾
により、同時刻に多くの物 軌道にてバスケットボール 可能。また、大きさも精度
良く取得可能
大の物体を追跡可能
体を追跡可能
同時刻に複数の物体が横切
1回に1物体しか追尾できず、
るとエコーを生じ、位置精
レンジに制約がある。一般
物体に合わせてパラボラを
度の低下を招く可能性があ
的に数千㎞まで。
移動させる必要がある。
る。

平成21年5月

第665号

②光学方式SSAシステム
光学方式は、天文望遠鏡と同じ主鏡の光軸

同一時刻の 2 カ所以上の地上施設のデータ

上前方に双曲面の凸面鏡（副鏡）を対向させ、

（地上施設間の距離と地上から物体までの距

主鏡の中央の開口部から鏡面裏側に光束を取

離と大きさ）をもとに三角測量方式で求める

り出して接眼レンズに導く「カセグレン方式」

ことが可能である。米国の SSA（光学方式）

が主流である。対象物体の距離や大きさは、

地上施設を、下表に示す。

表2

米国のSSA（光学方式）地上施設
Socorro

Diego Garcia

Maui

SSN

SSN

SSN

0.91m

1.2m×2個
0.4m×1個

1.2m×3個
0.6m×1個

望遠鏡種類
CCD

Curtis Schmidt
2048×2048

Cassegrain
−

Cassegrain
−

FOV

1.3 deg×1.3 deg

1.2m：2 deg

1.2m：2 deg
0.6m：6 deg

−

−

−

Socorro

Diego Garcia
英国領（インド沖）

Maui島
ハワイ州

所

口

属

径

限界等級
設置場所

外

MODEST
NASA
（ミシガン大学）

18等級
（露出：5秒）
チリ
Cerro Tololo

3.6m×1個
1.6m×1個
1.2m×3個
Cassegrain
−
3.6m：0.2 deg
1.6m：1.2 deg
1.2m：2 deg

観

（注）CCD：電荷結合素子（Charge Coupled Device），FOV：視野（Field of View）

（2）宇宙システム
①SBSS衛星

宇宙空間において軌道上物体を監視するシス

2006年1月に中国が行った衛星破壊行為が

テムを開発するプロジェクトを総称してSBSS

発端となり、軍事のみならず民事、経済など

（Space-Based Space Surveillance System）とい

様々な分野において必要不可欠な存在となっ

う。初号機のSBSS-1は、2009年にMinotaur-

ている宇宙システムを保護するため、宇宙物

IVで打上げ予定であり、二号機以降の計画は

体を監視する活動が今後重視されると予想さ

不明である。なお、SBSSを構築するサブシス

れている。地上からの物体追跡能力に加え、

テムには、下記に示す、監視対象の事故衛星
19
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やデブリなどの宇宙物体の事故調査を行う

agencyである応用自然科学研究協会が所有し

MiTEx衛星や、衛星への燃料補給、修理など

ているが、予算の96％は独防衛省（MoD）か

を行う技術の軌道上実験を行うOrbital Express

ら拠出されており、これまでは科学目的でデー

衛星などの実証衛星がある。

タの取得を行ってきたが、今後、MoDがSSA

②MiTEx衛星

監視用として

MiTEx（Micro-Satellite Technology Experiment）

中である。

運用

するかどうか現在検討

は、米国政府の故障した早期警戒衛星（2007年
10月打上げ、2008年11月頃以降通信途断）に

（2）ハーグ欧州閣僚級理事会（2008年11月）

接近させ原因調査を実施した衛星である。

までの経過と決定事項

MiTExは、2006年に静止軌道に投入された重

当初はフルプログラムとして5年、1億ユー

量255キロのマイクロ衛星であり、デルタロ

ロ（最大3億ユーロまで可能）が提案された

ケットにMiTExAとMiTExBの2機が搭載され

が、欧州の昨今の経済環境、宇宙天気のスコー

て2機同時に軌道投入された。

プの変更により、提案は55百万ユーロとなっ

③Orbital Express衛星

た。内容は主に研究（ペーパーワーク）であ

Orbital Expressは、ASTROとNEXTSat/CSC

り、一部のハードウェア（レーダシステム）

と呼ばれる二つの衛星から構成され、衛星へ

の調達を含む。主眼はデータポリシー、デー

の燃料補給、修理、機能付加に必要な技術の

タセキュリティのありかたの研究である。最

軌道上実験衛星（Orbital Express Advanced

終的に、この55百万ユーロの提案は参加国の

Technology Demonstration）であり、2007年3月

オプションプログラムとして11カ国が49.5百

に、ASTOがNEXTSat/CSCと無人でランデブー

万ユーロを供出することになった（スペイン

及びドッキングし、燃料補給、バッテリ交換

が最大の拠出国）
。欧州における代表的なレー

などの実験に成功した。

ダ／光学観測装置を、下記に示す。

4．欧州のSSA監視状況

5．宇宙交通管理システム（STM）の動向

（1）欧州のSSAの目的

（1）STMの概要

欧州のSSAの目的は、欧州宇宙システムの

宇宙交通管理システム（STM：Space Traffic

保護、宇宙における経済活動の進展、国際協

Management System）とは、宇宙空間におい

力の進展、独自のモニタリングによる国際宇

て宇宙物体間の衝突を避けるためのシステム

宙条約（平和利用）の履行、そして宇宙交通

であり、SSAで取得した各種データを使用す

管理システム（STM：Space Traffic Management）

る。生命科学、社会科学を含む宇宙科学全般

の形成等である。欧州のSSAシステムは、既

の研究に携わる世界各国の学者・研究者等か

存の観測システムを用いてスペースデブリ観

ら選ばれた人々によって構成される国際宇宙

測、気象観測等の目的に特化して使用してい

航行アカデミー（IAA：International Academy

るが、軌道上の状況を監視できる能力を有し

of Astronautics）の報告書では、STMは次のよ

ているため、既存システムの連携によるSSA

うに4つの要素で定義されている。

システムの実現について検討している段階で

ア）情報収集、イ）通報システム、ウ）実

ある。例えば、欧州における世界最高性能を

施的交通規制（有人飛行含む打上げ安全規則、

有するレーダ観測装置 FGAN（独）は、civil

軌道の選択などの安全区域についての規則、
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欧州におけるレーダ観測装置
GRAVES

FGAN（TIRA）

仏軍（運用はONERA）

独：応用自然科学研究協会

探知能力

Globus Ⅱ
ノルウェー：
Norwegian Intelligence Service
40,000㎞

周波数帯

X帯（9.5〜10.5 GHz）

VHF帯

空 中 線
開
口

パラボラアンテナ
φ=27 m

送信出力
送受信モジュール

200 kW
N/A

設置場所

Vardø

所

外

属

1,000㎞

φ=1m

フェーズドアレイ
送信：15 m × 6 m
受信：φ=60 m
不明
不明
Transmitter：Dijon
Receiver：Apt

1,000㎞ φ=2㎝
L帯（Tracking）
Ku帯（SAR imaging）
パラボラアンテナ
φ=34m
L帯：1MW Ku帯：13kW
N/A
ドイツ・ボン郊外

Transmitter

観

Receiver
表4
所
属
口
径
望遠鏡種類
CCD
FOV
限界等級
設置場所

外

欧州における光学望遠鏡

ESA Space Debris Telescope
ESA
1m
Ritchey-Chrétien
4×4 array，2048×2048
0.7deg×0.7deg
20等級（露出：2秒）
Tenerife

SPOC
French DGA
不明
不明
576×384
50deg×50deg
6〜7等級
Toulon and Odeillo

ROSACE
CNES
0.5m
Newton
1024×1556
0.3deg×0.4deg
19等級
不明

観

（注）CCD：電荷結合素子（Charge Coupled Device），FOV：視野（Field of View）
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軌道上運用における具体的な通行規則、軌道

②1980年以降、打上げ数は若干の低下が見ら

変更の優先権規則、静止軌道、低軌道衛星の

れるが、残存物体（デブリとなったロケッ

運用）、エ）実際の宇宙交通管理メカニズム

トの上段部や破裂した衛星など）には増加
傾向が見られる。

（2）欧米の動向

③宇宙デブリは、継続的に大量に増加（現在

STMに関する欧米の動向を、下記に示す。

1㎝以上の物体は100,000個以上）しており、

①フランス国立宇宙研究センター（CNES）

殆どのものがカタログ化（SSNに登録され

の動向

軌道・大きさがデータとして管理）されて

大量のデブリを発生させたイリジウム衛星

いない。アメリカのSSN（Space Surveillance

とロシアのCosmos-2251の衝突により、世界

Network）は、デブリだけではなく、世界の

各国の宇宙開発国が協力し、今回のような衝

すべての打上げ機（ロケット、衛星）をモ

突の再発を防止するSpace Traffic Management

ニタリングしている。このうち、軍事衛星

Agencyを設立すべきだとの声が欧州を中心に

は公開の義務がないため公表されていない。

上がってきている。その背景には、米空軍の

④カタログ化される宇宙物体の数は、着実に

軌道上衝突に関する情報配布に問題があるの

増えている（現在10㎝以上の物体は9,000

ではないかとの疑念があるためと言われてい

個以上がカタログ化されている）。

る。CNESでは、米空軍がリリースするデー
タは極めて不正確であり、米空軍が生データ

⑤運用衛星の数は、カタログ化された物体の
6〜7％を占めている。

だけでも提供してくれていれば、衝突の危険

⑥宇宙監視能力は米国が支配しているが、ロ

性をより詳細に解析でき、イリジウム或いは

シアや欧州も続いている。米国は、任意的

Cosmosが自国衛星であれば、衝突を回避でき

ではあるがデータや処理された情報などを

ていたかもしれないと述べている。（CNESで

提供している。

は、米空軍提供のデータだけでなく、独自の

⑦現在の宇宙監視システムの能力や正確度

地上レーダによるデータを併用し、衝突の可

は、小物体を対象にすることは難しく、す

能性を監視している）。

べての宇宙活動に障害を回避する為のサー

②国際宇宙航行アカデミー（IAA）の提言

ビスを提供できていない。

2006年、国際宇宙航行アカデミー（IAA：

⑧宇宙の天気に関する情報はまだ限られてい

International Academy of Astronautics）は、欧

るが、宇宙物体の運用と、デブリ環境の予

米の専門家による、宇宙交通管理システムの

測には重要である。

提言を行った。この中で、現状認識と2020年

⑨一定の監視や宇宙天気に関する情報は、宇

までの展望について述べ、宇宙交通管理シス

宙交通管理システムを実行する為にとても

テムの重要性を強調した。主な内容を、下記

役立つ。

に示す。
＜現状認識＞

＜2020年までの展望＞

①大多数の運用衛星には軌道を変える能力が

①大気密度の変化により起こる、宇宙物体の

なく、その能力を有する少数の衛星でも軌

運動予測の誤差や、予測された軌道上位置

道変更には即時性や回数において限界があ

の誤差などは、経過時間の2乗で増加する。

る。

この為、すべての宇宙物体の位置を、高い
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精度で組織的に監視する必要がある。
②完全／部分的な再使用型打上げシステム

第665号

（FGAN）などの海外観測システムに頼らざる
を得ない状況にある。

（RLV：Reusable Launch Vehicle）の運用の

②我が国のデブリ観測（BSGC：美星宇宙

見通しはあるものの、2020年まではRLVの

ガードセンタ）における光学観測の等級は、

1,000㎞以下での打上げミッションは限られ

約18等級である。ESAやロシアについては約

ている。

20等級程度まで観測でき（等級が5等級下が

③有人宇宙飛行は、過去20年間においては全

るごとに明るさは百倍暗くなる）、この2等級

打上げの13％を占める。これは、今後の技

の違いは非常に大きい。一方、天文観測分野

術開発と共に増加するであろう。しかし、

においては、光径 2m の世界最大の公開望遠

劇的に増加するのは2020年以降である。

鏡を持つ西はりま天文台のようなデブリ観測

④安全性が確保されれば宇宙観光客を含む弾

に使用可能な大型天文台施設を日本各地に保

道有人飛行の数が増加する。

有している。

⑤宇宙物体を回収するための導電性のひも

③H-2A＃15号機で打上げられ、通信が途

（テザー）、高度20㎞程度に滞空して監視・

絶えたソラン社の衛星「かがやき」の軌道の

通信支援業務を行う成層圏飛行船、将来導

確定・追跡ができない。

入されるかもしれない宇宙エレベータなど

④東アジアからの飛翔体が日本上空を飛ん

の技術は、打上げや再突入時のルールが確

できても、必ずしも正確な飛翔情報（形状な

立された時に、特に考慮すべき分野である。

ど）データを取得できるとは言い難い。
⑤STMについては、日本からの情報の発信

6．おわりに（まとめ）

やSTMに関する組織への参画はない。

以上述べたように、SSA、STMについては、
日本ではなじみの薄い新しいコンセプトでは
あるが、わが国としても、宇宙開発先進国と

（2）推進方策
①現状で述べた③④項を考慮すると、まず、

しての立場を維持するためには、国連を中心

少なくとも日本が打上げる衛星については大

とし各国と連携をしてSSA、STMを推進する

学衛星（10 センチ角クラス）についても追

ことが避けられない状況にある。以下に、我

跡・監視能力を持ち、次にSTMを推進できる

が国におけるSSA（STMを含む）の推進方策

程度の世界レベルの追跡・監視能力を構築す

について私見を述べる。

ることが必要である。

（1）現状
①現在、世界のレーダ観測を比較すると、

②地上から宇宙の状態を観測するレーダ
系、光学系のシステム構築を優先し、宇宙で

独FGANと米ヘイスタックレーダが探知能力

の衛星による監視システムは、要素技術の開

として、高度1,000㎞において1〜2㎝の物体

発と実証を進める。なお、光学系システム構

が識別できる世界最高レベルにある。我が国

築に当たっては、費用対効果の観点から日本

は、比較的大きなデブリとの衝突予測である

各地の天文台との連携を考慮すべきである。

場合は、KSGC（上斉原宇宙ガードセンタ）

③デュアルユース（軍民両用）で官民共同

レーダを利用した独自の観測により衝突の有

の日本独自のSSAセンターを構築し、国際協

無を見極めることが出来るが、微小デブリと

力のあり方、データポリシー、データセキュ

の衝突が予測された場合は、TIRA レーダ

リティ、データの発表の仕方などを検討する。
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なお、観測対象は、次のように段階的に対応
することが望ましい。

④STMについては、世界的に見てもまだコ
ンセプト構築の段階にあり、日本としても遅

［第1段階］

れをとらないよう、現段階から議論に参画す

・10㎝級（軌道高度1,000㎞）：

ることが重要である。

現状技術の改修レベル・延長上で対処可
参考文献

能な技術範囲
［第2段階］

・平成18年度

・2㎝級（軌道高度1,000㎞）：

スペースデブリに関する調査

報告書／SJAC

現状技術に開発要素を付加した技術範囲

・平成19年度

スペースデブリに関する調査

報告書／SJAC
・平成21年

防衛宇宙データブック／SJAC

〔（社）日本航空宇宙工業会 技術部部長

坂本

規博〕

この事業は、
オートレースの補助金を受けて実施したものです。
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