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EXECUTIVE COMMENT
イタリアにおける主要な宇宙通信プロジェクト
–プロジェクトから得た学びスペース・システム・コンサルタンツ

フランコ・マルコニッキオ

は

じめに、30年以上に渡りイタリアで計画、実現された
主な宇宙通信の国家プロジェクトに携わってまいりま
したが、このような私自身の経験について執筆の機会
を頂きましたことに感謝申し上げます。
60年代終わり頃からイタリアは衛星通信に積極的に取り組
み、特に10GHzを超える周波数帯の実用化に向けて努力を重ね、
そのためのシステムや技術の発展に道を開いてまいりました。

＜イタリアにおける主要な衛星通信プロジェクト＞

SIRIO
最初のプロジェクトは、天空の星と同じSIRIOと名づけられました。12及び18GHz帯での実験が
計画され、伝搬障害について情報を得ること、そしてこれら周波数の将来的な実用性を検証する
べく通信及びＴＶ中継に関する広範囲な実験項目を実施することが目的でした。当時は、Ｃバン
ドだけが周波数として利用され、より高い周波数帯の伝搬現象に関する
知識や使える技
術はごくわずかしかありませんでした。
SIRIOは、質量500kgの回転衛星で、逆回転するアンテナと12及
び18GHz用通
信装置を搭載しており、1977年8月静止軌道へと打上げられま
し た。
1985年の末までヨーロッパ上空、そして大西洋を横断、そ
の 後、
運用終了までインドと中国の上空と、それぞれのポジ
ショ
ンで伝搬および通信の実験を実施しました。
この実験では通信信号の降雨減衰効果について知識を得る
こと
ができ、後の10GHz以上の大気減衰モデルの開発に大いに貢献
しまし
た。

ITALSAT
SIRIOのミッションで成功を収めた後、1981年イタリアはより野心的な
プロジェクトの実施を決定しました。それがITALSATです。３軸制御の
静止軌道衛星で、20及び30GHz帯におけるイタリア国内の通信を行うの
が目的です。
1991年クールーから打ち上げられ、質量2tのプラットフォームには
フットプリント0.4度の再生式トランスポンダを6台搭載し、２機の展開
アンテナによる6つのスポットでイタリア全土を網羅しました。各ス
ポットでは、TDMA方式で冗長構成の再生式トランスポンダによって地上
設備との接続が行われました。衛星に受信された各データストリーム
は、ダウンコンバートされ、ベースバンドの交換行列によって所定のス
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ポットへ切り替えられました。
技術的にかなり高度であったこの通信装置は、全部で 900 M Bit／秒の処理能力を持つよう設
計されており、デジタル公衆電話網を補完して、国内の多数の島々と本土を繋ぐよう計画されて
いました。
通信ミッションに加えて、ITALSAT１号機には伝搬実験のための装置も組み込まれ、SIRIOに続く20、
30、40GHz帯での実験が行われました。
1998年からは2号機に引継がれ、2006年末まで運用されました。
ITALSATはヨーロッパで建設され打上げられた運用システムの中で最も進んだものの一つであり、ま
た、NASAのACTS衛星と並んで、この時期の最も進んだ通信システムの一つでもありました。

＜経験したこと、そして得た学び＞
これら二つのプロジェクトで仕事をさせて頂いたことは、大変な名誉だと考えております。SIRIOでは、
搭載装置の開発と通信実験の実施を担当し、ITALSATでは、計画の初期からプロジェクト・マネージャー
という立場で、開発の全段階とその後10年以上に渡る軌道での運用に関わらせて頂きました。そして、
開発のための様々な技術的要素から、打上げ機の選定、軌道位置、周波数調整、システム運用、最終
廃棄までと、多岐にわたる経験を積みました。
長きに渡る経歴の中で数多くを学ばせて頂きましたが、しかしその中でも今日においてなお有益な
二、三の事がらについてここで述べさせて頂きます。
私の得た学びの一つは、設計段階において、将来のシステム運用をしっかり見据えることの大切さで
す。
二つめは、再発するであろうコストを的確に認識しておくことの重要性です。軌道上交換を実施できる
だけの予算を確保しておくことは、ひいてはミッションを成功裏に達成することになるのです。
学びの三つめは、やはり計画の初期段階からユーザーの要求を十分に検討しなければならないとい
うことです。何より大事なことは、打上げられる通信システムが、市場での顧客のニーズを満たし、必ず
有用で且つ収益を上げられるものにするということです。
私の個人的な経験から申し上げますが、新たな衛星開発を決定する際に、今述べたどれ１つとして、
これまで宇宙機関できちんと検討されたことはありません。それら組織の努力は技術開発にのみ注がれ
がちで、民間利用での成功や顧客の満足といった点はほとんど顧みられませんでした。
これでは将来的に、ユーザーの要求には満足に答えられないまま、ただ大事な宇宙資産を消費してし
まうといった危険性をはらんでいます。プロジェクトを成功させるため、責任者となった人間はこの3点に
十分な注意を払う必要があるのです。

＜結論＞
結論といたしまして、通信、航法、観測どの分野であれ宇宙機関は、民間での後続利用を見込んだ衛星
計画を進める場合、まず最初にユーザーの要求と運用コストについて、そして次に技術的向上について
十二分に検討する必要があるということです。もし慎重な検討及びそれに基づく適切な決定がなされな
かった場合、支出の増加、信頼性の低下、そして何より、せっかく打ち上げられた衛星の寿命を短くして
しまうということを、覚えておいて頂きたいのです。■
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衛 星 余 話

宇宙開発、あの頃の裏話

駐ウクライナ大使（前文部科学事務次官）

坂田 東一
私は宇宙開発の仕事に過去２回携わった。一回目は１９９３年の夏からの２年間で、科
学技術庁（当時）の宇宙企画課長というポストにいた。２回目は２００３年の夏からの
２年間で、文部科学省の研究開発局長だった。いずれの時期も宇宙開発には大事
な課題があり、やりがいのある仕事で得難い経験を積むことができた。本稿では、
当時のことを思い出しながら、外の方があまりご存じない動きなどを紹介したい。
何分、記憶をたどりながら私の視点で書いたので、事実関係などについて必ずし
も正確でないところがあればご容赦願いたい。

1.

ウーメラ砂漠地域

昨

年の６月に、探査衛星「はやぶさ」が地球に帰還し、オーストラリアのウーメラ砂漠に
着陸したことは記憶に新しい。もうあのミッションは駄目だろうという幾多の困難を乗り
越えて戻ってきた「はやぶさ」は、日本の宇宙技術の素晴らしさや科学者・技術者のあ
きらめない精神力を内外に示したが、一番の功績は日本人に自信と誇りを思い出させたこと
だ。私もとても嬉しかった。
実はウーメラ砂漠地域というのは豪政府の軍事地域となっていて、この場所を使用するには
豪政府の了解が必要だ。交渉の末、この了解を最初にとったのが、宇宙企画課長の私だった。
１９９３年当時、ＨＯＰＥという無人宇宙往還機のプロジェクトが始まったところで、準備段階の小
型実験機であるアルフレックスとハイフレックスという２つのプロジェクトを実施する必要があっ
た。飛行機型のアルフレックスは滑空飛行をして、誘導により滑走路に着陸させるので、実験に
は飛行場が必要だった。普通に考えるとこの飛行場は国内が望ましい。実際、検討の結果、北
海道の大樹町の航空公園を利用しようということになったのだが、幹部に報告したところ、駄目
と言われた。別途北海道の幌延町での原子力の研究プロジェクトを進めようとしており、大樹町
だけが先行することは適当ではないというのである。
二つのプロジェクトに直接の関係はないと思ったのだが、やむなく、民間パイロットの訓練場
の鹿児島下地島や自衛隊の基地のある硫黄島などの可能性も相当に突っ込んで調べた。しか
し、どこも問題があり、残ったのがウーメラだった。幸い、東京に豪政府関係者を招いて話をする
と協力してくれることになった。かつてＮＡＳＡもウーメラ地域に衛星の追跡施設を置いて活動を
していたことがあったのも背景にあったようだ。ただ、気になることが二つあった。一つは平和利
Space Japan Review, No. 76, October / November 2011

1

用の宇宙開発を軍事基地を借りて行うことへの国民の反応であった。メディアへの説明をきちん
とやった結果、心配になるようなことは起こらなかったのでほっとした。もう一つは、実験のため、
現地に宇宙開発事業団（当時、ＮＡＳＤＡ）やメーカーの多くの技術者たちが行くので、基地近郊
の町の宿泊施設が十分かということだった。砂漠の真ん中にぽつんとあるような小さな町だった
が、これも何とかなった。そして、１９９６年の夏、アルフレックスの実験が無事にウーメラで始
まった。当時私は他課に異動していたが、現地のＮＡＳＤＡの方から役所に電話があり、「間もな
く実験を始めるから今からでも遅くないので、是非ウーメラに来てほしい」と大きな声で説得され
た。実験が始まることを知って充実感が広がったが、さすがに宇宙とは関係のない仕事をしてい
たので、ウーメラには行けなかった。
ＨＯＰＥの開発は、その後残念ながら中止になった。しかし、ウーメラの利用は続いている。や
はり同じ頃、航空宇宙技術研究所（ＮＡＬ）が超音速航空機（ＳＳＴ）の小型実験機の開発を進め
ていた。ＨＯＰＥが当時開発事業費約１５００億円と言われていたのに対し、私が研究会で見積
もった小型ＳＳＴの開発費は約１００億円から２００億円だった。ＮＡＬの身の丈に合った開発費を
算定したのである。しかし、これでも空力加熱に耐えられる新材料や新たなエンジン技術の取得
が可能と見ていた。私が宇宙企画課長のポストを離れて約７年後、ＮＡＬは全長１０ｍぐらいの
小型ＳＳＴ実験機を作って飛行実験を始めた。２００２年夏の最初の実験は失敗したが、２００５
年秋の二度目の実験は成功した。場所はいずれもウーメラだった。そして、はやぶさもウーメラ
に戻ってきた。当時は、ウーメラがこんなに長く日本の宇宙機の開発や帰還のために利用され
るとは思ってもいなかった。一時期に自分の関わった仕事があとあと役に立っているのは幸せ
なことである。そして、これは日豪宇宙協力の促進、ひいては日豪間の信頼関係の増進にも大
いに寄与しているものと確信する。
2. 宇宙開発ビジョン
宇宙企画課長に就任して、まずやらなければならなかった政策問題は宇宙開発の将来ビジョ
ンを作ることだった。宇宙の仕事は初めてのことだったし、専門用語もよく分からない状態で正
直戸惑いがあった。とにかく前に進むことを考え、宇宙開発委員会にそのための懇談会を作り、
分野に応じて３つの専門分科会も作った。約１年をかけた検討は「新世紀の宇宙時代の創造に
向けて」と題する報告書としてまとめられた。幅広い宇宙の分野で利用を重視し、国際協力に果
敢に取り組み、自らの宇宙技術の底上げに向けて積極的な投資をする、という内容のもので、
“夢”があった。当時から、できるだけ早く研究開発だけの状況を脱して、利用の拡大を図り産業
化を推進しようという考えだった。産官学の宇宙コミュニティには元気の出るビジョンでもあった。
今は宇宙基本計画があるが、大幅財政赤字が立ちはだかってとてもあのようには書けないだろ
うと想像する。はやぶさの快挙に日本中が興奮したことからも分かるように、宇宙技術は間違い
なく科学技術立国日本を象徴する重要な技術の一つである。政府には、世界に先駆ける宇宙
科学、宇宙技術の開発利用を進める政策展開をしてもらいたい。
このビジョンの検討が必要であったか
宇宙技術は間違いなく科学技術立国日本を象徴する重
らという面もあるが、産業界の若手の
要な技術の一つである。政府には、世界に先駆ける宇
方々と何度も勉強会をした。コミュニティ
宙科学、宇宙技術の開発利用を進める政策展開をして
にはとても前向きな雰囲気があった。あ
もらいたい。
の頃ご一緒した各社の方々は今どうし
ておられるだろうか。ある時は経団連の
保養所に一泊がかりで出かけ、まじめな勉強会が終わった後、夕食からは親しく懇談するという
ことが楽しみだった。今は公務員倫理規定などがあって、そのようなことはおそらくできないか、
できても面倒な手続きが必要ではないか。節度は必要だがお互いを良く知ってこそ本音で話せ
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るし、実態に即した政策も打ち出せるというものである。
「新世紀の宇宙時代の創造に向けて」のポイントの一つが“利用”の重視、そして産業化の促
進ということであったこと、また、小型ＳＳＴ実験機の開発プロジェクトを始めることを決め、今一
度日本の航空技術の開発に日が当たるようにしたかったことから、当時の研究開発局の宇宙３
課、即ち宇宙企画課、宇宙開発課、宇宙国際課を再編成しようと考えた。私の提案はこの３課を
宇宙政策課、航空宇宙開発課、宇宙利用課に再編するというものだった。もちろん所掌業務の
分担を課の名称に合致するように変更し、同時に各課は課名に相応しい活動に重点を置くとい
う意図である。この案は３課長での話し合いで賛成された。そこで局長のところで幹部会となっ
た。局筆頭課長は、「この再編は通産省（当時）に喧嘩を売るようなものであり、必ず同省ともめ
る」と反対した。局担当の審議官はこれを受けて、「通産省ともめることが分かっていて、しかも
その決着に見通しがなく、対立が続くことも予想される以上、この再編には賛成できない」と強調
した。そこで私が注目したのは、次に局長が何と言うか、ということだった。忘れられない重要な
局面だったが、局長は「今の二人の意見はよく分かるのだが、責任課長がやりたいと言っている
のだからやってもらおうじゃないか」と締めくくった。これで私は再編を実現する責任を負った。
私も再編の実現の重要なポイントが通産省が反対しない、あるいは彼らを説得できることであ
ることはよく分かっていた。役所は法令に基づく権限に従って仕事をしており、どんな役所もその
権限を侵されることに決してイエスとは言わない。課の再編であっても最後は政令改正の閣議
了解が必要なので、あらかじめすべての省庁の了解をとっておかねばならない。この再編を１９
９５年度の概算要求として出し、総務庁の査定を受けている途中、１９９４年の秋、早速通産省
の担当課長が２度にわたり私のところにやってきて、「再編の要求はやめてほしい」と申し入れ
があった。「通産省の権限と必ずぶつかり、早晩科技庁は通産省の権限を侵すことになるから
だ」というのである。予想されたことであったので、「この再編は従来の科技庁の所掌責任の範
囲での業務の組み替えであって、将来に渡って通産省の権限は一切侵さない」と繰り返し説得
しあきらめてもらった。こうして、宇宙３課は、私が宇宙企画課を離れた１９９５年の秋、当初の提
案通りに再編された。これで科技庁は、それまでよりも宇宙利用の推進に力を入れるとともに、
日本の航空技術の向上に更に努力する、との体制を整えることになった。しかし、２００１年当初
の文部科学省誕生を機に、残念ながら宇宙３課は２課に縮小再編され、課名に「利用」は残った
が「航空」は消えた。
１９９４年の１０月、イスラエルのエルサレムで第４５回の国際宇宙航行会議（IAC）が開催され
た時、この宇宙開発ビジョンも含めて日本の宇宙プログラムを講演したことを印象深く覚えてい
る。何故なら、エルサレムに到着したその日に、旧市街でテロがあり、２人が銃殺された。お陰で
旧市街が参入禁止となり、せっかくエルサレムまで出かけたのに、滞在中歴史的なゴルコタの
丘や岩のドーム、嘆きの壁などは全く見ることができなかった。たまたま、昨年１１月、先方の招
待により、教育関係の国際会議出席のため、１６年ぶりにエルサレムを訪れる機会があった。よ
うやく旧市街に入り丸一日をかけて、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の３大宗教がエルサレ
ム旧市街地区を聖地として共存している様子を観察することができた。エルサレムが世界３大
宗教の微妙なバランスに支えられている歴史的な重みを実感した。
3. きく６号
当時、科技庁長官は有名な女性大臣だったが、宇宙開発に対して厳しい姿勢をとられること
になった。そのきっかけは１９９４年８月の技術試験衛星６号、即ち、きく６号の打ち上げが成功
しなかったことだ。正確には、Ｈ－Ⅱによるきく６号の打ち上げは成功したのだが、切り離された
きく６号の軌道投入が計画通りにはいかなかった。原因は衛星のアポジエンジンが機能しな
かったからである。
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私も同行したが、大臣は種子島でのＨⅡの打ち上げを視察され、当初打ち上げの成功に満足
されて、“花火のようで、きれいねぇ”と感想を言われた。しかし、その後軌道投入が失敗したこと
を知ると、原因究明を徹底しなさいと非常に厳しい態度になった。多額の税金を投入していたか
ら、当然でもあった。私は宇宙開発委員会の事務局でもあるので、調査委員会を設置して９月
から１２月末まで毎週委員会を開催して、２つの報告書をまとめた。毎週の会議の準備は大変
だった。第一の報告書では、原因が衛星のアポジエンジンの燃料供給用のばねを収めるケース
の設計に不備があり、このばねが宇宙で動かなくなったことにあること、そしてその責任は契約
書上開発主体のＮＡＳＤＡが負うべきことを述べた。第二の報告書では、ばねのような機構部品
に対するＮＡＳＤＡの技術能力を高めるため、ＮＡＳＤＡの中に担当部署を新たに設置することを
提言した。これで大臣も納得してくれた。
しかし、私はこれらの報告書の内容は表向き妥当であるが、アポジエンジンのばねのような基
本的な機械部品はものづくりをそもそも専業とするメーカーが責任をもって作り、その信頼性を
確認するべきだと思っていた。ＮＡＳＤＡが機構部品のような小さなコンポーネントをいちいち
チェックするのは人員や体制において限界があり、ＮＡＳＤＡのミッションはそのようなことでない
と考えていた。したがって、１２月末にメーカーの幹部の方に来ていただき、「報告書はこのよう
に書くが、本当はメーカーの対応が不十分でもっとしっかりやらねばならなかったのではないか」
と指摘したのに対し、この幹部はそれを肯定した。
私の経験では、宇宙でも原子力でも、大きな国のプロジェクトで失敗や事故が起こった時、原
因究明してみると大概は比較的小さな機械的な、あるいは構造的な不備による場合が多い。決
して最先端の開発技術が悪いというわけではない。設計を固めるまでの開発試験の結果の分
析に十分な考察が払われていなかったということもある。先端技術開発プロジェクトの落とし穴
というのは、伝統的な工学部分にあるという気がする。それはそういう部分にはあまり注意が払
われないからではないかと思う。官民の開発技術者の皆さんにはよく自覚していただきたいこと
だ。
4. 日米の損害賠償請求相互放棄に関する条約
１９９４年だったと思うが、日米間で宇宙協力をする場合に、相手の責任で損害が発生した場
合でも、相手に損害賠償の請求はしないという内容の条約の交渉が始まった。例えば、米国の
衛星を日本のＨ－Ⅱで打ち上げたがＨ－Ⅱが原因で打ち上げが失敗しても、米国は日本に衛
星の損害賠償の請求はしない、というものだ。大臣はこの条約に大きな関心を示され、日米間
で合意するまで極めて熱心に取り組まれた。というのも、特に人命がかかる条約だったからであ
る。日本の宇宙飛行士が米国のスペースシャトルに乗って宇宙に行くので、もし１９８６年のチャ
レンジャーの爆発事故のようなことが起こったら、損害賠償請求しない、という単純なことでよい
のか、というのである。これは重たい課題であった。この問題への我々の答えは、宇宙飛行士
はＮＡＳＤＡの職員なのでＮＡＳＤＡで本人にあらかじめ十分な保険をかけて対応する、というも
のだった。大臣はそれでも宇宙飛行士のご家族の立場になった時にその保険内容で本当に十
分なのか、と繰り返し質問された。各課で関連課題を分担し、厚生省などからの見解も確認し、
すべてのご質問に一生懸命にお答えした記憶がある。私は当時、その会話を聞いていて、大臣
が何故庶民に絶大な人気があるのか、その理由が分かる気がした。国民の感覚を鋭く自分の
ものにする政治家で、我々役人にはとてもまねのできないことだ、と痛感した。
しかし、この条約の交渉プロセスには様々なことがあった。最初、交渉の実務レベルの責任者
は宇宙国際課長だった。国際条約の交渉なので当然のことだったが、交渉方針などについて、
大臣との間でなかなか話がかみ合わないこともあり、１９９５年になってから、宇宙国際課長を含
む交渉チームは第２交渉チームと交代した。第２交渉チームの責任者は私が指名された。私は
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在米大使館勤務の経験もあったので、今は内容までは忘れたが当時残されていた４つの課題
を合意に持っていくことにある程度自信があった。
国内関係省庁との協議や米国からの情報を総合化して、４課題の対処方針を作り、局長とと
もに了承を得るべく大臣レクに臨んだ。２月初め頃だった記憶がある。しかし、生憎その日は大
臣と局長の間ではあまり話が進まず、交渉の対処方針について大臣の了解が得られなかった。
一つの大きな問題が残った。翌日、私が米国に飛んでＮＡＳＡ等との交渉をすることを予定して
いて、できれば合意しようと考えていたからだ。対処方針について大臣の了承を得られなかった
ので、翌日成田空港から局長に電話し、「対処方針について大臣の了承が得られるまでは、ワ
シントンに着いても正式に交渉はせず、現地で待機をします。もし了承が得られないなら、交渉
はせず、米国が何を考えているか、情報収集のみをして帰ります。」と言って、飛行機に乗り込
んだ。
日本では私が成田を発った日の夕方、大臣が本件条約に係る有力な国会議員７名を集めら
れ、対処方針会議をされた。大臣としては国民にとって非常に重要な条約であることから、科技
庁内部での検討だけでなく、政治家の先生方の意見も聞いて対処方針を決めようとされたので
ある。議論のベースは我々が用意した対処方針だった。国会議員の先生方は異口同音に、こ
の対処方針で大臣を全面サポートするとおっしゃたようである。それで大臣も納得されたところ
で、私がその場にいないことに気づかれ、「坂田課長は何故いないのか」と質問され、そこで大
臣の了解もなく私が米国に飛んだことを知って、直ちに日本に呼び戻せということになった。ワシ
ントンのダラス空港に着いて入国審査等を経てロビーに出たところで、大使館のスタッフが「課
長、このまま直ぐに日本にお帰りください」と言った。それ故、ロビーで２時間ぐらい待って、乗っ
てきた飛行機に再び乗った。成田を出発したのが丁度昼の１２時だったが、翌日の午後６時半
には宇宙企画課に戻った。大臣のお怒りがあり、米国との交渉もできず、課内の空気は深刻
だったが、「米国も一泊で行けて近いなぁ」と課員とともに笑ったものである。これが“ワシントン
機中一泊往復事件”の顛末である。そして、我々第２交渉チームに代わって、新たに第３交渉
チームが結成された。第３交渉チームは、我々の作った対処方針に従って交渉を進め、一か月
後に米国と合意した。彼らは科技庁内で“花まるチーム”と呼ばれた。
この日米間の損害賠償請求相互放棄条約は、大臣の強い思いとリーダーシップによって成立
したものである。本条約の発効は、間違いなく日米宇宙協力の円滑な推進に寄与している。
5. 情報収集衛星
研究開発局長で手掛けた宇宙案件で最も苦労したのが情報収集衛星の打ち上げ失敗だっ
た。２００３年１１月、ＨⅡＡ６号機で情報収集衛星が打ち上げられた。役所でＪＡＸＡのＴＶ中継を
見ていたが、打ち上げ後約１１分してからだったと思うのだが、「ただ今、ロケットを指令破壊しま
した。」という声が流れた。”指令破壊”という言葉から、頭の中では打ち上げが失敗し、衛星は
宇宙にも達しなかった、ということは理解できた。実際、ロケットと衛星は太平洋に落下した。し
かし、ＴＶ画面からは、爆発音も叫び声も聞こえてこない。関係者の姿も見えない。増してや落胆
のざわめきもない。あるのは真っ白な画面と静寂だけであった。これがその後の大変な作業の
始まりだった。
直ちに省内に事故対策本部が設置された。本部長は副大臣だったと思う。政務官や事務次
官なども対策本部に入った。総理や大臣の談話も出された。事故原因の究明と再発防止策を
明らかにしなければならない。宇宙開発委員会に設置されていた第三者からなる調査部会がそ
の任にあたることになり、事務局の責任者は私が務めることになった。
ＪＡＸＡが指令破壊をせざるを得なかったのは、ＨⅡＡ６号機の２本の固体補助ロケットブース
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ター（ＳＲＢ）のうち一本が切り離されず、そのためロケットが計画の軌道を離れ始め危険を回避
するためにロケットを破壊することになったからである。何故、ＳＲＢの一本が切り離されなかっ
たのかを明らかにすることが原因究明ということになるのだが、調べていくと、ＳＲＢの噴射火炎
がＳＲＢを切り離すための通信信号が通る導線を焼き切ったために、切り離すための指令がＳＲ
Ｂに到達しなかったことが分かった。二つ問題があった。一つは焼き切られた導線の配置が不
適切であり、もう一つは噴射火炎をガイドするＳＲＢの噴射口の構造に問題があった。結局、設
計に不備があったのである。ＳＲＢの開発過程を検証すると、そのような不備に気づき設計をよ
り確かなものにできる機会があったことが判明した。見た目には実験が成功したことから現状で
いいとしてしまい、何回かの実験データをより深く分析評価し、もっと注意深く対策をとるというこ
とが見過ごされたのである。原因が分かったことから、私はＪＡＸＡからの提案に基づき、ＳＲＢの
噴射口の構造や導線の配置を変えて、その実験をやり、成功すれば打ち上げ再開の手順に移
るというスケジュールを考え、大臣や官邸の了解を取ろうと考えた。
情報収集衛星プロジェクトというのは、文部科学省やＪＡＸＡのプロジェクトではなく、内閣情報
調査室及びその傘下の内閣衛星情報センターのプロジェクトであり、その責任者は内閣官房長
官である。ＪＡＸＡは打ち上げを請け負っているとの立場である。従って、ロケットの不備で打ち上
げ失敗となれば、その責任はＪＡＸＡが負わねばならない。しかも官房長官は情報収集衛星プロ
ジェクト全体の責任者という立場から、事故原因究明と再発防止策に非常に厳しい姿勢を取ら
れた。年が明けて２００４年の３月頃だったと思うが、調査部会での議論が事実上上記のように
まとまったのを受けて、私は官房長官を訪ね、事故の原因と再発防止策を説明し、打ち上げ再
開に向けての段取りについて了承をとろうとした。しかし、何度説明しても長官は首を縦に振ら
なかった。表情を変えずに「技術的な問題以外に何かあるのではないか」というのが長官の反
応だった。長官に説明しながら、私の頭の中をよぎったのは、「ここで了解をもらえなければ、次
の説明材料がない。そうなると打ち上げ再開の見通しを立てられない。早く打ち上げ再開に向け
た作業を始められなければ、日本の宇宙は将来展望が開けない。宇宙の関係者は落胆するだ
ろう。何とかそれを回避しなければならない。それは自分の責任だ」というものだった。必死で説
明を加えても結局長官から了承は得られなかった。３０分たったところで、同席していた内閣官
房の幹部が議論を打ち切った。部屋を出たところでその幹部から「局長！頑張り過ぎだ！あれ
以上やっていればおかしなことになった。」と注意を受けた。
官房長官が言われた「技術的な問題以外に何かあるのではないか」という問題提起にどう応
えるかが急遽必要になった。しかし、調査部会は公開で開催していたことから、当時マスコミも
原因究明と再発防止策は既に明らかになったと受け止めており、それに加えて新たな対応策を
検討するというのは、マスコミ対策上は理由を説明するのに困難があった。長官とマスコミの間
で、”困った”、というのが私の偽らざる心境だった。そのような状況の中で、原因究明等をより確
実にするために、太平洋に沈んだＨⅡＡ６号機のＳＲＢを探査・回収することも考えてはどうか、
という意見が出てきた。それを受けて、海洋研究開発機構の深海調査探査機を使って、ロケット
が落下したと推定される海域を２か月かけて調査した。結果として、時間ができることになり、海
洋探査を始めた時期に宇宙開発委員会の中に、宇宙技術の開発体制や開発の進め方を検討
するもう一つの委員会を立ち上げた。あくまで”より将来を考えて”という理由付けをした記憶が
ある。
この第２の委員会で検討し、まとめた中身の中核は、開発の責任主体であるＪＡＸＡの下で、
企業レベルのロケット開発・製造の体制にプライムメーカーを導入することを３年ほど前倒しした
ことである。我が国でロケットの開発・製造にプライムメーカー方式を導入することは、当時すで
に議論されていたが、実現時期は必ずしも明確ではなかった。当時はロケットの製造にかかわ
る多くのメーカーが共同して、プライムメーカー的なロケット・システム{株）という会社を作ってい
たが、その立場には本当に実力のある社になってもらうことにした。プライムメーカー方式を導
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入して、参加企業間の役割と責任をより明確にし、ロケットのシステム全体の信頼性を上げよう
というものである。そして、すでに旧体制下で３機のＨⅡＡが製造中であったが、関係各社間の
契約も新体制の形に変えてもらうことにした。企業にとっては大変なことで、ご苦労があったと想
像する。ＨⅡＡについて、技術的な再発防止策に加えて、日本のロケット開発・製造の体制をこ
のように変更すると説明して、漸く内閣官房の幹部の了解が出て、官房長官にも説明してよいと
いうことになった。２００４年５月上旬官房長官への説明は午前１１時半にセットされていた。しか
し、１１時、ＴＶの画面に官房長官の辞任の会見が映った。私の説明は幻となった。
結局、２か月間の海洋探査では落下したＳＲＢを発見できなかった。２００４年の５月末まで
に、事故原因と再発防止策の技術レポート及び今後の宇宙開発の進め方についての報告書が
まとまったことから、ＨⅡＡの打ち上げ再開に向けての作業を開始することになった。ＪＡＸＡ及び
関係メーカーの共同作業で、時間を惜しんで実験が繰り返された結果、目標スケジュールに従
い設計変更された新ＳＲＢの機能が確認された。そして２００５年２月、ＨⅡＡの打ち上げが再開
されることになり、関係者の大きな期待に応えて、再開初号機となった７号機の打ち上げは見事
に成功した。１年３か月での打ち上げ再開は、ＪＡＸＡにとって最短だったと思う。ＪＡＸＡやメー
カーの方々の努力の賜物である。以来、１０数機の打ち上げが連続成功し、ＨⅡＡの信頼性が
世界水準になっていることは誠に嬉しいことである。今後は世界の打ち上げマーケットに積極的
に進出することを期待したい。■
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SPACE JAPAN BOOK REVIEW
衛星通信関係者がみた

宇宙開発戦争
<ミサイル防衛〉と〈宇宙ビジネス〉の最前線
Reviewer: 編集特別顧問

植田 剛夫

ヘレン・カルディコット、クレイグ・アイゼンドラス著
植田那美、益岡賢訳：作品社、2009
（原本）Helen Caldicott & Craig Eisendrath: “WAR IN HEAVEN・The Arms
Race in Outer Space”, The New Press, 2007

本

書は、核問題・平和問題に取り組む世界的に著名とされる評論家・活動家のヘレン・カ
ルディコットと、元国務省で宇宙の国際管理を担当し現在はシンクタンクの上級フェ
ローのクレイグ・アイゼンドラスの共著によるものである。「〈ミサイル防衛〉と〈宇宙
ビジネス〉の最前線」との副題がついているが、この二つのテーマが主題ではなく（特に宇
宙ビジネスについては簡単な解説のみ）、宇宙への武器の配備をめざす米国の現政策を的
確に解説したうえで、世界で宇宙の平和利用を守ろうとの主張が本書の主眼であろう。
ミサイル防衛の現状については、我々は日本国内でも少々の知識は持ち得るが、宇宙兵
器配備の構想については殆ど情報に接することが困難なだけに（米政府発行の「国家安全
保障宇宙戦略」の公表版サマリ〈参考文献[１]〉にも、抽象的な精神論ばかりで、具体的計画は
全く窺い知れない）、本書が解説する現状には少々驚かされる。（記述の出典が各ページご
とに丁寧にあげられているので,読者が情報源の確認をすることも可能かもしれない）
たとえば、米空軍が小型衛星の開発に並々ならぬ注力をしてきていることは、以前からよ
く知られているところだが、開発の目的について必ずしも理解しにくいところがあった。本書
によれば、小型衛星は「衛星迎撃、衛星査察、宇宙機雷として利用」とあっさり解説されてい
る。迎撃兵器や機雷として使うなら、確かに小型で数が多いのがよいだろうと納得される。
また、本誌2011年4・5月号のこの欄で紹介された、フリードマン著「100年予測」（参考文献
[2]）には、「バトルスター」なる名称で、地上配備の超音速無人攻撃機の管制と、宇宙発射の
ミサイル基地の機能を併せ持つ軍事宇宙基地が、21世紀中ごろの戦争の中核となるシステ
ムとして記述された。本当にこんなことになるのかと、かなりの違和感を持って読んだもの
だが、本書に直接裏付けの記述はないものの、「全地球攻撃計画」なる現在開発中という計
画は、少なくとも「バトルスター」に符合するもののように思える。
本書によれば、国防総省の宇宙予算は2006年時点で既に225億ドル、2011年の推定は275億
ドル（75円換算でも約２兆円！）で、そのうち半分は機密扱いで用途が公表されないそうだか
ら、全地球攻撃計画/バトルスターの巨大開発が進行していてもおかしくはないほどの予算規
模ではありそうだ。
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著者は米国の宇宙軍拡方針が、中国その他の警戒心を強め、宇宙軍拡競争が拡大されて、
結局米国の安全保障に対し逆に脅威を増やす結果になることを強く懸念する。
本書（和訳版）には巻末に「日本の宇宙軍拡との関わりと宇宙ビジネス・「宇宙基本法」と
「ミサイル防衛」をめぐって」との表題で、日本での状況の解説が掲載されている。この解説
によれば、宇宙基本法は日本版「軍産学複合体」を跋扈させる「軍需産業保護法」であるのだ
という。
専守防衛を旨とする自衛隊が、宇宙技術を利用した最新の世界レベルの画像偵察や電子
偵察により、現在は得られていない的確な防衛情報を入手し、正面装備にのみ注力せずに目
や耳の機能を強化して効率的に運用できるようになることは、現在の自衛隊の役割を認識し
賛同している我が国国民の大多数の支持を得られる状況ではないかと考えられる。ところが
本解説文の論調では、日本が米国に追随して、武器の宇宙配備まで目指して宇宙基本法を
作ったような認識を読者に抱かせる効果があるかもしれない。肝心の原著の解説も、同様に
事実以外の認識を読者に与えるように書かれているのでなければよいが、と感じた次第で
ある。■

参考文献
[1] “NATIONAL SECURITY SPACE STRATEGY UNCLASSIFIED SUMMARY”,U.S.
Department of Defense and U.S. Office of the Director of National Intelligence, Jan.2011
[2] 飯田尚志： SPACE JAPAN BOOK REVIEW “フリードマン「100年予測」“, SPACE JAPAN
REVIEW, No.73, April/May 2011.
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SPECIAL REPORT

東日本大震災で利用された

NTT 災害対策衛星通信システム
廣瀬 貴史、今泉 豊、吉田 英邦
NTTアクセスサービスシステム研究所
連絡先：hirose.takashi@lab.ntt.co.jp
1. はじめに
改めて今回の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された方々にお見
舞いを申し上げる。
平成23年3月11日午後2時45分に発生した東日本大震災及びその後に発生した津波による被害は甚
大で、震災から半年余り経過した時点で、死者数・行方不明者は２万人近くとなり、全壊した家屋も10万
戸を超えている。
NTTグループにおける被害も甚大であったが、震災後、通信設備の復旧や被災された方々への支援
など、様々な取り組みを約11,000名の体制でNTTグループを挙げて取り組んだ。通信設備の被災状況
については、①通信ビル自体あるいは通信ビル内の設備の水没・流失損壊、②地下ケーブルや管路、
マンホールの断裂・損壊、③電柱の倒壊、架空ケーブルの切断、④携帯電話基地局の倒壊・流出が発
生した。また、上記①～④が複合的に発生したケースもあった。さらに、直接的な被災はなくても、商業
電源の停止によりバッテリーや非常電源用の燃料が枯渇し、サービスが継続できなくなったケースも
あった。
これらの影響により、電話をはじめとする固定系通信サービスは最大で約150万回線に影響が出ると
ともに、一時約6,700局の携帯電話基地局がサービス中断を余儀なくされた。企業向けデータ通信サー
ビスについても最大約15,000回線が利用できず、お客様には多大なご迷惑、ご不便を与えた[1]。
このように地上のネットワークが甚大な被害を受けた中で、通信手段を確保する手段としてさまざまな
衛星通信システムが利用され、衛星通信が災害に強いことが改めて認識された。また、従来は電話の
ニーズが強かったが、今回の震災時はインターネットへの接続や携帯電話の利用の要望が強く、早期
復旧のために衛星通信システムが広く活用された。

2. 震災での衛星通信システムの利用状況
ＮＴＴ研究所は災害対策用衛星通信用システムを開発しているが、本震災では以下の2つの衛星通信
システムが被災地における通信手段として利用された。また、ＮＴＴドコモが開発したＳ帯衛星移動通信
システム[2]もＮＴＴグループとして避難所等に約900台提供した。さらに、携帯電話基地局のエントランス
として衛星回線が利用されたケース
このように地上のネットワークが甚大な被害を受けた中で、通信手段
もある。ここでは、ＮＴＴ研究所で開発
を確保する手段としてさまざまな衛星通信システムが利用され、衛星
したシステムについて紹介する。
通信が災害に強いことが改めて認識された。

2.1 Ku 帯超小型衛星通信システム
Ku 帯（14/12GHz）超小型衛星通信システムは、災害発生時に通信の途絶を防止する目的でＮＴＴ研
究所が開発し[3]、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本に導入されている。本システムは、電話端末を収容する端
末局、Ku帯の通信衛星、通信衛星と介して端末局と送受する基地局、衛星回線を割当・管理する統制
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固定型

可搬型

口径：75cm
重量：100kg

口径：55cm
重量：30kg

図１ 端末局のアンテナ（NTT東日本提供）

局から構成される。基地局にある電話網の加入者系交換機と端末局の電話端末間のアクセス伝送路を
メタル線の代わりに通信衛星経由で構築する。
端末局はアンテナのタイプにより、固定型と可搬型とに大別される（図１）。固定型は、平常時から公
民館等に設置され、可搬型は災害時に避難所等に設定される。１端末局あたり音声1回線（双方向）の

図２ 避難所に設置されたKu 帯小型衛星システム （NTT東日本提供）
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伝送が可能である。デマンドアサイン方式を採用したことで、同時接続数は最大100回線、収容局数は
最大1,000局である。
本震災でも図２に示すように、避難所に設置され、被災された方の重要な通信手段となった。
本システムは、小型軽量であるが電話１回線しか利用できないこと、衛星を捕捉（アンテナ方向・偏波
角度の調整）することが難しいので可搬型アンテナ設置にスキルを要することが課題となっている。

2.2 ポータブル衛星通信システム
ポータブル衛星通信システム[4]は、災害時に避難所等で通信手段を確保する目的のために開発さ
れた。当初は、ISDN加入者線に衛星を適用したDYANET IIが利用されていたが、インターネットの普及
によるIPデータ通信（Webアクセス、Eメール）の重要性を考慮し、音声通信をVoIP（Voice over IP）技術
の適用によりIP化し、音声とIPデータ通信を柔軟に提供できるシステムとして開発された[5]。本システム
は、電話端末及びPCを収容する可搬局、Ku 帯の通信衛星、通信衛星を介して可搬局と送受する基地
局、制御局、統制局から構成される（図３）。

図３ ポータブル衛星通信システムの構成例

本システムの特徴はNTT研究所で開発したマルチレート／マルチキャリアのグループ変復調装置[6]
を採用したことで、基地局は一つの変復調装置で複数の可搬局との通信が可能となり、制御回線により
柔軟なトラヒック回線速度設定が可能となった点である。統制局は、装置警報やスケジュール予約情報
などオペレーションに関わる情報をすべて取り扱う。統制局のスケジュール予約情報に基づき、制御局
は基地局及び可搬局のグループ変復調装置に衛星回線を介して制御信号を送り、衛星回線を設定す
る。
本震災でも自治体の要請に基づいて、NTT東日本とNTT西日本が合わせて30台の可搬局を出動さ
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図４ ポータブル衛星通信システムの利用の様子 （NTT東日本提供）

せ、276回線の臨時公衆電話を提供し、被災者の重要な通信手段となった（図４）。
また、震災発生当初は電話のニーズが強かったが、災害用ブロードバンド掲示（Web171）の利用やイ
ンターネット接続の要望が高く、電話用のVoIP回線をインターネット接続に回すなどの柔軟な運用を実
施した。
ポータブル衛星通信システムについては、衛星を捕捉（アンテナ方向・偏波角度の調整）することが難
しいことやアンテナ鏡面が分割できないので可搬性に問題があることから所望の衛星を自動で捕捉する
次期システムを開発中である。

3.

次期災害対策用衛星通信システムの概要

3.1 現行システムの課題
ＮＴＴ研究所では、２．１及び２．２で示したKu帯超小型衛星通信システム及びポータブル衛星通信シ
ステムの開発を行ったが、システムの老朽化が進んでいることから、大震災前より主に設営稼働を軽減
する次期システムに関し、その要求条件や必要機能について検討していた。現行システムの課題は以
下のとおりである。
・衛星捕捉が手動であるため、スキルを要する。
・運用前の電波送出試験のための有資格者が必要
・災害時での可搬性に課題がある。
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特に、設置場所により衛星の方向及び偏波面が異なることから、衛星の自動捕捉機能は強く求めら
れていた。これらの問題を解決するため、現在は次節に記す「小型衛星通信地球局」を開発中である。

3.2 開発中の小型衛星通信地球局
NTT研究所では、上記の課題を解決するポータブル衛星通信システムの後継システムについて、開
発を進めている。以下の3つの装置とツールを開発中である。
① 可搬型アンテナ
アンテナ口径を75cmにし、収納時に分割することで、小型軽量化と可搬性の向上を図
る。設置時に衛星を自動捕捉する機能も有する。
② 車載型アンテナ
アンテナ口径を60cmにし、レドーム型であるがアンテナ高を抑えることで、車載を可能と
する。設置時の自動捕捉機能を有するとともに、自動追尾機能も有する。
③ シンプルモデム
通信速度を限定することで小型軽量化し、かつグループ変復調装置と通信可能なモデ
ム。
④ 電波送出自動ツール
上記のアンテナとシンプルモデムとの組み合わせにより、制御局から遠隔で電波送出
試験を可能とする。
アンテナ設置後に所望の衛星を自動で捕捉し、遠隔地で電波送出試験を行うことで、従来現地に無
線のスキルを持った技術者が行っていた作業を大幅に短縮することが可能となる。
また、衛星区間は、ポータブル衛星通信システム同様にIPで伝送することにより、VoIPによる電話
サービスの提供及びインターネット接続は引き続き行える仕様としている。
開発中の可搬型アンテナの外観を図５に示す。

図５ 開発中の可搬型アンテナ（手前）とポータブル衛星通信システムのアンテナ
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4. おわりに
東日本大震災では、「災害に強い」という衛星通信の特徴を活かして、被災地で迅速に通信手段を提
供することが可能であった。今後は、衛星の自動捕捉機能と電波送出自動試験ツールにより、現地での
設置作業を大幅に削減する次期システムの開発を進めていく。■

参考文献
[1] ＮＴＴ社長記者会見 2011年3月30日: http://www.ntt.co.jp/kaiken/2011/110330.html
[2] 上野、他、“衛星移動通信システム特集 １．N-STAR衛星通信システムの概要”、NTT DoCoMoテク
ニカルジャーナル、Vol.4、No.2、pp6-9、July 1999．
[3] 原田耕一、上野真一、越智正人、宇野克久、福與喜弘、“Ku帯を用いた災害対策用超小型衛星通信
方式”、 1996信学ソ大、B-244、pp.245、Sept. 1996．
[4] 原田耕一、田代 巧、山下康範、大津 徹、“DYANET II用可搬型地球局”、1995信全大、B-226、
pp.226、March 1995．
[5] 松下 章 、佐藤太一朗、山口 裕、湯本 功、田畑雅章、菊島英一、亀澤祐一、風間宏志、“災害対策
サービスに適用するインフラ衛星通信システム”、NTT技術ジャーナル、2005.9、pp.14-17、2005．
[6] 田畑雅章、土田敏弘、風間宏志、“ダイレクトマルチキャスト衛星通信システムの開発”、信学会論文
誌B、Vol. J90-B、No.2、 pp.148-160、2007．
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研究開発方法論

衛星通信の研究から研究一般へ

❷

研究マネージメント

飯田尚志，JFSC 特別顧問，AIAA フェロー

本オピニオンでは，衛星通信，特に安全保障としての衛星通信の研究開発の進め方について
議論したい。その理由は，この渾沌の 21 世紀に対処するべく，安全保障関連の研究開発の必
要性，特に，衛星通信の研究開発が益々重要になってきているからである。その際，衛星通信
の研究開発だけでなく一般の研究開発においても通ずる研究開発方法について，著者の元職の
通信総合研究所のマネージメントの経験を踏まえて議論する。従って，内容は著者の独断と偏
見に基づくものであるが，オピニオンということでご容赦願いたい。
本シリーズの第１回では，競争優位と研究者の心構えと題して，競争優位とイノベーション，
研究者の心構え，何を研究するのか，のトピックについて述べた[1]。そこで，本シリーズ第
２回として，前回に引き続き一般の研究を対象として，研究マネージメントはどう考えるべき
かを考えることとし，関連事項として，研究者をどう確保するか，研究評価とは，共同研究の
進め方，世界情勢，特にイノベーションの減退という現象の折り込みをどうするか，などのト
ピックを考えたい。
◆◇研究のマネージメントはどうすべきか◇◆
研究組織には，言うことを聞かない研究者というのが必ずいる。マネージする側からみると
どうもやりにくい研究者である。しかし，これが役立つことがある。例を挙げると，戦前，現
在の情報通信研究機構の前身の電波物理研究所は軍に協力して電波伝搬の予報業務をしてき
たので，1945 年（昭和 20 年）の敗戦後すぐ観測データの焼却が命ぜられた。しかし，研究
者がそのデータを夜中に秘かにリヤカーで運び出して自宅に隠した。データを焼却せずに残し
たことが，後で調査に来た GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）の Bailey 少佐に誉められ，
電波の研究を続ける許可に繋がったということである[2]。また，プロジェクト X でビクター
の VTR 開発の歴史を見たが，これもこの種の研究だったと思う[3]。
いろいろなことを自由に研究できる環境を有する研究所を，誤解のないように願いたいが，
私は「大研究所(主義)」と呼びたい。これに反して「小研究所」は，ある特定目的のための研
究所である。目的をはっきりさせるのは良いのだが，その目的以外に目を向ける余裕がない。
大研究所はいろいろなものに目を向ける余裕を持ち，次の研究を創造し，研究所自身で発振し
ていく力を有する研究所である。これは研究所の規模の大小ではなくマネージメントの仕方の
問題でもある。余談ではあるが，研究所の目的を考えるときに，やたらと細かく具体的に書き
たがる傾向がある。その方が予算獲得の説明がし易いということもあるであろう。しかし，私
は大きな目的の書き方がいいと思う。その方が，以下に述べる研究のポートフォリオがやりや
すくなる。例えば，理化学研究所の目的は，独立行政法人理化学研究所法[4]によれば，
「科学
技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図る
ことを目的とする」としか書かれていない。
研究の「選択と集中」に関連して，よく，研究項目を「絞れ!」と言われる。研究所評価の
結果としてよく指摘されるのは，プロジェクトが多すぎる，もっと的を絞ってやっていくよう
にというものである。確かにそのとおりではあるが，マネージメントの立場からは，すぐにす
っきり整理できるわけではない。特に，研究組織としてのマネージメントから考えると，的を
絞ったものに頼り切りになると危険である。つまり，その研究が色あせたとき，使い物になら
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なくなってしまう。しかも，今の世の中はドッグイヤーといわれる程変化が速いため，あっと
いう間に時代遅れになることもある。従って，研究組織をマネージメントする立場からは，い
くつかの分野にパラレルに挑戦していることを求めることになる。このようにしておけば，色
あせることによるリスクを回避できることになる。一種のポートフォリオである[5]。このよ
うな「絞れ」ということに関しては柳田博明名古屋工業大学学長（当時）が 「私の主張 研
究開発の危険なワナ ｢選択と集中｣は正しいか」で絞り込みは非常に危険と指摘している[6]。
◆◇ 研究者をどう確保するか ◇◆
研究人材をどう確保するか，どうやって優秀な研究者を集めるか，極めて難しい課題である。
一般的には，大学の先生に紹介して貰うとかすると思うが，採用する側の目利きや研究経験を
役立てることが大切である。どんな研究者がいいのかについても，任期なしなのか，任期付き
なのかによって見方が変わってくる。私の元職では博士号取得者しか採用していなかったので，
任期なしで，博士号所持者を採用するためには，
「私はこのことが得意です。」だけではだめで，
そんなことは数年経てば古くなってしまうかもしれないので，将来の芽を見つける素質を持っ
ているかもみる必要がある。言わば，２つの能力がないといけない，そのような素質をどう見
抜くかである。一方，Post-Doc のような任期付きの場合は，研究者の育成が目的であるから
組織としての余計な仕事はさせずにひたすら研究に打ち込めるかどうかを見なければならな
い。
次は，せっかく確保した優秀な人材がどうやったら逃げ出さないようにできるかである。そ
れには逃げ出さない環境作りを考えねばならない。私の元職の研究所では IT という極めて変
遷の激しい研究分野でしかも外部でも活躍する場が沢山ある分野であるために，気に入らない
環境ならさっさと出て行ってしまいかねない状況であった。そのため，研究環境の整備にかな
り気を遣った。
さて，どうやって研究者を育てるかという問題であるが，一通りの教育はいいとしてもなか
なか難しい課題であり，研究者は指導されて育つものではないことを本シリーズ❶で述べたが
[１]，基本的には自己研鑽するより方法はない。また，人に関しては，あれこれ評価しても始
まらず，人はポジションで育つということもある。従って，思い切った人事をすることも必要
である。ただし，組織としては問題あればすぐ手当をするということが必要であることは言う
までもない。
さらに，研究者のマス（研究者数）がある程度以上必要であることである。あまり零細な研
究環境ではいつまで経っても立ち上がらない恐れがある。そのためには予算も必要だが，人の
問題であるから大きなマスにするのは，簡単ではない。

平成 11 年度（1998 年度）科学技術総合研究委託費調査研究報
告書: “創造的研究成果を促す研究者の人材マネージメントのあり方に関する調査”[7]によると，
当時考えられていた国研（国立研究所）の方が民間研究機関より徹底している特徴として考え
られていたものがあり，参考までに示す。まず，国研は民間研究機関に比べて，
 研究のリスクを犯す
 アングラ研究の許容（これは隠れた研究[1]に相当）
 外部との情報・研究交流▶国内外論文発表，国内外学会発表
 中途採用
 研究の自由度（予算，スタッフ，勤務時間，テーマ設定）
があるというものである。また，国研への研究者の移動の動機が挙げられており，
 民間から移動する動機は▶研究の自由度
 大学から移動する動機は▶よりよい研究環境
となっている。少し前までは大学から国研に移動する人により良い環境を提供するためには，
当時，大学より予算の多いことを背景に，最新式の高価な実験機材を揃える等の手段があった
のであるが，大学も大学法人化し，その予算は嘗ての国研，現在の独立行政法人研究所と大差
なくなってくる可能性があり，独立行政法人研究所としてもその特色を生かして研究者の獲得
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に一層力を入れる必要がある。
最近は独立行政法人がとかく批判の対象となっているが，国研，特殊法人から独立行政法人
へ移行し，何が変わったかをみておくのも意義があると思われる。そもそも独立行政法人とは，
NPM (New Public Management)というイギリスで開発された概念で，民間企業の経営・管
理手法を公的機関に応用しようというものであった[8]。詳細は省略するが，独立行政法人で
一番変わったことと言えば予算が運営費交付金として１本になり，研究項目毎の予算配分が柔
軟にでき，また必ずしも単年度予算として運営する必要がなくなったことである。そのため，
目標の研究を進める効率を高めるのは勿論のこと，従来では全くできなかった研究に対するイ
ンセンティブを高めるやり方が取れるようになった。それで，私の元職において，独立行政法
人として研究者のインセンティブを高めるために以下の２点を行った。
第１は旅費の枠をできるだけ撤廃すること。旅費については国研のときに特に制約のあるも
のであった。特に外国旅費に関してであった。そのため，独立行政法人化後は出来るだけ若い
研究者も海外に行って発表できるように考慮した。ノーベル賞を 50 年で 30 人という目標[9]，
何もノーベル賞を目的としなくても，海外に行くのを制限し，海外に名前が知られないと海外
の研究者との交流も捗らず，研究における世界の潮流を得ることができないからである。第２
は，インセンティブ研究とチャレンジ研究というものを作った。前者は特に若い研究者に対し
て 100 万円程度を与え自由に使わせることにより研究の幅を拡げ，将来に備えること，チャ
レンジ研究とは中期計画に載っていないような研究にもある程度資金を提供して研究成果を
求めるものである。これは，第 2 回の総務省独立行政法人評価委員会[10]のときに，評価委員
から中期計画に書いてあることだけやれば済むと思ってはいけない，書かれていないことにも
果敢に挑戦し，リスクの高い研究について積極的に実施すべきであると指摘されていることに
基づくものであった。ただし，これらの施策が現在どうなっているか。どうも最近の報道によ
れば独立行政法人に対する風当たりが増しているようなので，厳しくなっているのではないか
と危惧する。
◆◇ 研究評価とは ◇◆
研究評価は，独立行政法人評価委員会が制度としてできたので，そのための内部評価を含め
て極めて活発に評価の作業が行われている。前者と後者の違いは，後者の評価結果をどう生か
すかは組織の長の責任であるのに対し，前者の評価結果には組織は従わなければならないとい
うことである。私は当初独立行政法人の評価というのは，予め決められた中期計画の最後に目
標とした研究成果について評価を受け，その評価結果により，最悪の場合，組織の存続に関わ
る，または組織の長の罷免も起こりうるものと解釈していた。しかし，現実には，評価は毎年
行われ，中期計画途中の研究の進め方の評価も行われる。本来は，もう少し組織の自由度を高
めて良い結果を得るように任せるのが本来の独立行政法人であろう。さらに，運営費交付金に
ついても，最高の結果を得るように使い方を組織の長に決定権を与えるのが本来と思うが，実
際には，人件費，旅費等は厳しく制限やチェックをされ，組織独自の使い方が窮屈なのが実情
である。予算は税金であるので，使い方を細かく監視するのは仕方がないとしても，組織に自
由度を与えないと，最高の成果を出すことができないことになりかねない。
評価には組織または組織で行っているプロジェクトの評価と研究者個人の評価がある。独立
行政法人評価委員会では前者の評価を行うが，人事考課上は個人の評価を行う。評価について
は，Output と Outcome ということが言われる。Output とは研究の場合，論文とか特許な
どの成果を指すと思われる。ところが最近では Output だけでは駄目で，Outcome，すなわ
ち，その研究によってどう社会に貢献したか，ベンチャー起業が立ち上がったとか，多くの人
に利益をもたらしたとかを評価しようということになった。しかし，Output があってから
Outcome が出るまでには時間がかかるのが普通である。それでは評価できないというので，
最近はその Outcome を予想するにはどのようなパラメータを見ればいいのか研究の対象に
なっているようである。評価方法を研究している人は面白くて仕方がない，一方，評価される
方は，面倒くさい作業をいろいろ要求されるという事態になっているようである。

Space Japan Review No. 76 October/November 2011

3

もっとすっきりできないだろうか。一つの例が，評価は独断と偏見で行うというものがある。
これには，ソニーコンピュータサイエンス研究所（CSL）の例（現在はどうかわからないが）
があり，独断と偏見で行うということである。それで，この評価が悪ければ退職して頂くとい
うものである。それでは生活がかかると思うかもしれないが，CSL にいるような人で就職に
困るような人はいないというのがこのやり方のキーである。
本当に研究評価は可能なのだろうか。評価などはできないし，間違いだという考えもある。
というのは，技術は少数派が正しい，つまり，大部分の人が分からない[11]，大部分の人が分
かるという技術は，新しくもなくオリジナリティもない。何故なら，長期のリスクを覚悟で開
発しないと新しい技術は生まれない，という。研究者本人でも実施している研究の価値を認知
しているとは限らない。例を挙げれば，電波は 1864 年マックスウェルの方程式で予測され，
1888 年ヘルツによる実験で実証されたが，このとき何に使えるかという質問に対してヘルツ
は「マックスウェル教授の理論を証明しただけで，電波が何に使えるのかは私には分からない。」
と言ったということである[12]。マルコーニにより電波の利用に道が開けたのは，それから 7
年後の 1895 年のことではあったが。
評価のいらないやり方はないものか。永遠の課題かもしれない。本シリーズ❶に述べた京大
生存圏研究所の例では入り口の評価を厳しくし，一旦研究を始めたら評価は行わないという方
針と聞く。また，詳細は不明だが，米国には民間の研究所で同様のやり方を行う研究所がある
と聞く。さらに，我が国で手本と仰ぐ米国 NSF（National Science Foundation）でも，研
究費を獲得するまでの評価は厳しいが，その後の厳しい評価は行われないと聞く。但し，次に
研究費を獲得するためには実績が厳しく問われるから研究者は自ずと頑張るということであ
る。通常，評価に論文数を問題にするというやり方が取られていると思うが，本末転倒も甚だ
しいと思う。ただ，現実には論文がものを言うわけである程度は仕方がないかもしれない。ま
た，評価は評価の仕方自身を常に検証することが必要で，野依良治氏が文科省の大学法人の評
価委員会委員長として挨拶した中に評価の仕方は試行錯誤にならざるを得ないという言い方
で，このような趣旨の発言があった[13]。極めて正しい考えだと思う。
独立行政法人評価に加えて，最近では事業仕分けとして評価の屋上屋を重ねる動きがある。
屋上屋といえば，宇宙開発においては宇宙開発委員会の評価と独立行政法人評価委員会の評価
がある。現在は分からないが，数年前は宇宙開発プロジェクトの評価基準が予め細かく決めら
れ，例えばこの値を達成したら「A」,+10%なら「S」,-10%なら「B」などである。更に独立
行政法人評価委員会でも評価するので，あまり具体的に宇宙開発委員会で評価基準を決めると
独立行政法人評価委員会としてはどう評価すればいいか困るのではないか思われた。また，あ
まり細かく評価基準を決めると開発担当者はその評価基準達成に汲々としてしまう傾向があ
ろう。こんなことでは，オゾン層発見のようなことは起きにくいと思う。NASA によるオゾン
層発見の場合は観測値が余りに予想を外れていたので，機器の故障ではないかと疑ったという
ことで，その解明に半年を費やしたと聞く。それと，宇宙開発においてはロケット打ち上げ失
敗や衛星の軌道投入失敗など，運悪く失敗することがあるが，そのようなときには評価は最低
ランクの「F」となってしまう。ところが，このような評価が「F」となるような独立行政法人
は宇宙開発くらいしかないのではないか。この意味でも特に宇宙開発に携わる関係者は厳しい
状況に置かれている。また，中間評価というのも考えものである。資金を提供した側では心配
になるらしく，中間評価を行うのが普通である。評価される側としてはそれまでのやり方が承
認されるので，安心して以後の研究を進められる長所がある反面，研究の仕方に評価委員の意
向が大きく反映される可能性が高い。評価委員は一般には年配の経験豊富な大学者とは思われ
るが，若い研究者の研究方法を阻害するのではないか心配である。
どうも評価そのものが細かいところに入り込み，研究当事者の研究本来以外の負担を増やし，
研究を叩くだけの方向に向かっている感じを受ける。もっと度量の大きな，どっしりとした評
価を行って研究を育てるやり方はないものであろうか。また，研究マネージャも研究者にその
研究は何の役に立つのかと詰問する態度は控えるべきであろう。本欄はオピニオンであるので，
もう少しはっきり言うと，上記の評価方法を早急に改善しないと，我が国の研究開発が危うい
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ということである。
研究者個人の評価については，上に述べた CSL のやり方があるとは思うが，難しい課題で
あり色々問題があると思う。ここ 10 年位前からよりオープンな形ということで，研究者個人
に評価書を書いて貰い，すぐ上司に当たる研究マネージャが研究者とディスカッションした上
で，評価書を完成し，上に提出する。上の研究マネージャは各部門のばらつきを調整して評価
を決定するという手順で行う。このような手続きを取ったとしても，研究者にとっては個人評
価は深刻な問題で，上司が研究者をどう評価しているのか心配となるようである。しかし，私
は研究者は組織内部の上司の評価など気にするようでは情けないと思う。要するに，研究者の
評価者は内部ではなく，世界にいるということであり，その気概で研究に没頭することが大切
であるということである。研究マネージャはそのような気概が持てるように研究をマネージし
ていくことが大切である。ただ，実際には毎年研究者の評価を行うというのが独立行政法人に
課せられた責務であるので，当事者は淡々と実行するより仕方がない。しかし，いずれはこの
ようなある意味で不都合なやり方を解消することが研究の効率を上げる早道であろう。
余談となるが，評価といえば私の場合，種々の将来ミッションの提案を行ったが，あるメー
カーの方からは私の行う提案がいくつ実際の衛星プロジェクトとして実現したかカウントし
ているということであった。こんな言葉も厳しい評価の一環であろう。
◆◇ 共同研究の進め方 ◇◆
研究を進めるにはなるべく広範囲の人や異分野の人とも関係を持って進めると言う意味か
ら共同研究は望ましい。しかし，宇宙開発の分野でマスコミ等でよく言われるのは，もう一国
で進めるべきものでなく，国際共同研究で進めるべきであるというものである。これはプロジ
ェクト経費が一国ではとてもカバーできる金額ではないことから出ている話ではないかと思
う。ただ，私が思うに，余りにも現実を知らない安易な考えではないかということである。そ
の理由は，共同研究なり共同開発を行うには，技術力が相手とバランスしていることが必須で
あり，技術力を高めるための施策を伴う予算の軽減を狙って共同研究なり共同開発を行うこと
は本末転倒であるからである。さらに，宇宙プロジェクトは，国の安全保障に直結する技術・
システムであるため，開発プロセスや成果を他国と安易にシェアすることなどあり得ない，す
なわち，宇宙は世界的には国固有の国家安全保障関連事項に触れる部分が多いことを忘れて、
他国に共同開発を持ちかけても殆ど相手にされないことを留意すべきであることである。
共同研究をめぐる課題は多岐に亘ると思うが，ここでは，取りあえず思いつく事項を述べる
に止める。
 共同研究はお互いに利益があるから行われるものであるので，互いの技術力が高いことが
必須であること。
 国際共同研究は，共同研究に参加する国が一種のブロックを作るので，参加しない国との
政治的な整合性を取る必要があること。
 共同で研究することを計画する段階で相手にファンドを期待する行為，及びその逆の行為
も含む，は不適切であり，慎むべきである。
 例えば，組織の上層部の紹介を求めたりする行為。
◆◇ 世界情勢の折り込みと技術イノベーションの停滞 ◇◆
研究を進めるためには研究を取り巻く社会や世界の情勢を織り込むことが必須である。この
意味で，ここでは以下の２つのトピックを述べる。
■国内外の情勢
2000 年を迎えたとき，21 世紀を翌年に控えて我が国にいろいろな情勢が現れた。日本社
会は大きな変わり目だと言われた。すなわち，◇官から民へ，◇原則禁止から原則自由へ，◇
事前調整から事後の監視・制裁・救済へ，という流れは，明治維新，敗戦に次ぐものであると
言われた[14]。これに伴う，省庁統合，３機関が統合して独立行政法人宇宙航空研究開発機構
（JAXA）が出現，２機関が統合して独立行政法人情報通信研究機構（NICT）ができるなど，
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正に激動の時代を実感した。
一方，世界に目を向けると，20 世紀末の時点で，ベルリンの壁が壊れ，冷戦が終結した。
ベルリンの壁が崩されたのは，情報の流通が主たる要因と言われ，これは正に衛星通信・放送
の偉大な業績だと思う[15]。そして，グローバル化が始まり，IT 革命が起き，我々は誰もこれ
でバラ色の 21 世紀が来るのではないかという期待を持ったと思う。しかし，21 世紀直前で
不吉な予兆があった。まず，未経験のウイルスによる病気が起こった。O-157, エボラ出血
熱，SARS，鯉ヘルペス，西ナイルウイルス，BSE などである。また，IT バブルの破裂に伴い
経済の不安定化が起こった。一方，湾岸戦争，ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争，そして 2001.9.11
の米国同時多発テロが起こった。これが混沌の 21 世紀の始まりである。その中で何を行うの
か。言えることは，宇宙技術の重要性が増大していることである。特に，米軍の再編に関して
は宇宙技術が中心となり，軍用通信衛星がキーとなっている[16]。この話題の更に詳細は本シ
リーズ次回でディスカッションしたい。
■研究開発における注意すべき点
本シリーズ❶で述べたように，これまで技術の研究開発についてイノベーションを求めて頑
張ればいいということであったが，最近の情勢はどうもそうではないという分析がある
[17][18][19]。つまり，経済成長を支えてきた容易に収穫できる果実（Low-Hanging Fruit）
が今や枯渇しつつあるということであ
る。その原因はイノベーションの減退
にある。図１は人口 10 億人当たりの
年間の技術革新の数を示したものであ
るが，その平均率は電気とか自動車な
どの現代の技術の始まる 1873 年にピ
ークに達したが， 1955 年以後急落す
る。また，米国民１人当たりの GDP
の伸びは，図２に示すように，1980
年代以降成長が鈍化している。
図１ 人口 10 億人当たりの年間の技術革新数[17]
1970 年代以降の技術革新の枯渇，
低成長を招いた原因は次のものである
[17]。
 自由な土地（Free land）
 技 術 革 新 （ Technological
breakthroughs）
 利口な，教育を受けてこなかった子供
（Smart, uneducated kids）
また，現代を代表する技術革新であるイン
ターネットは，過去の革新的技術と比べよ
り少ない雇用と収入しかもたらしていない。
このような分析からは①社会における科
学者の地位を向上させること，②新しい現
実を直視して期待成長率を引き下げること， 図２ 米国民１人当たり GDP の年変化[17]
が提言されている[17]。ただし，我が国の
場合は，「日本はまだイノベーションのキャッチアップ余地がある」，「規制・制度改革や貿易
自由化，マクロ政策を総動員して成長期待を高める必要がある」として過度の悲観論を戒める
よう説いている。過度の悲観論排し，成長政策の具体論描くことが必要であるということであ
る[18]。このような時代に我々はイノベーションに勤しんでいることを自覚することは無意味
ではないであろう。なお，文献[17]の全体については本誌 Space Japan Book Review[19]
を参照頂ければと思う。
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えぴろーぐ
ここでは，研究マネージメントに関するトピックとしていくつか述べたが，基本はやはり研
究者が研究し易い環境を作り，提供することに尽きると思う。最後に述べたイノベーションの
枯渇という問題は深刻であるが，これらも考慮した上で，研究マネージャとしては，専門分野
ばかりでなく，関連の社会情勢にも目を光らせていくことが大切だと考える。最後に研究マネ
ージャたるものリーダーシップの素養が大切であり，文献[20]を読むことを勧めたい。
2011 年 11 月に行われた政府の政策仕分けの結果の報道によれば，科学技術の研究開発に
対して所管省庁から独立した厳格な外部評価をするべきだとのことである[21]。研究開発の評
価は，研究開発を促進・強化を暗黙の前提とした評価であって欲しいと思う。そうでないと我
が国の研究開発は衰退の道を辿ることになることを恐れる。
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CAPITAL PRODUCTS & REVIEW

スカパーJSAT

３D放送への技術的な取り組み

スカパーJSAT株式会社 放送技術部
スカパーＪＳＡＴは、2010年6月19日（土）より３Ｄ専門チャンネル「169ｃｈ」を開局しており
ます。開局記念番組として 「2010 FIFAワールドカップ 南アフリカ ３D 日本×オラン
ダ 生中継」を皮切りに、サッカー中継だけではなく、コンサート、舞台、プロ野球など
開局から１年４ヶ月の間、様々な３Ｄコンテンツ制作に取り組みました。その中でも制作
技術に関連することについて今回ご報告させて頂きます。

1. はじめに
＜視聴方法＞
スカパー！ＨＤで３D放送を視聴いただくには下記の製品が必要となります。
①３D対応テレビおよびテレビ付属の３Dメガネ
②スカパー！対応アンテナおよびスカパー！ＨＤ対応チューナー

スカパー！HD対応チューナー
対応テレビ専用３Dメガネ

スカパー！対応アンテナ
HDMI接続

3D対応テレビ

＜３Ｄ放送方式＞
３Ｄ放送形式はサイドバイサイド方式を採用おり、世界中でも多く採用されています。

サイドバイサイド方式
HDサイズの画面を左/右横方向を半分に圧縮して1枚の画

1920

L

1080

面として端末から送出
1920

1920

R

1080

HDMI

3D対応テレビ

LLLRRR
960

1080

960

テレビはそれぞれの映像ソースを処理し
て左右それぞれの映像を処理
スカパー！HD対応チューナー

3D非対応テレビで見た場合

2D/3Dの切り替えについてはテレビ側にて手動切替もしくは自動識別信号にて切換えを行う
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2. ３Ｄ撮影の取り組みについて
３Ｄ撮影機材として、3ALITY社製のハーフミラー式カメラリグTS-2 スタジオ(以下 TS-2）を3式と3Ality
テクニカ社製Quasar（平行式リグ）以下の導入し、2010年8月28日に開催された【夏の音楽フェス SWEET
LOVE SHOWER 2010 】より自社設備による3D番組制作を始めました。
TS-2の操作/調整について、3ALITY社のトレーニングと実施経験を基に3Dステレオグラファーとしての
技術力を向上させつつ、3D映像のクオリティと安全管理を実施しております。
＜３Ｄ番組の主な自主制作 2011年＞
・Jリーグ 毎月2試をLIVE放送
・プロ野球 6/19 阪神ｖｓ楽天＠甲子園球場
8/27 広島ｖｓ巨人＠マツダスタジアム
9/25 阪神ｖｓ巨人＠甲子園球場
・K-POP 6/29 少女時代＠代々木第１体育館
以上の他、チアリーディング/鉄道SL/舞台公演/等々

3. ３Ｄ制作における主な課題
３Ｄに関する知識が番組制作者/イベント主催者に未だ乏しく、効果的な3D撮影を行うための相互理
解に時間を要することが多くなります。そのため、番組収録前に打ち合わせの時間を多くとるなど、コミュ
ニケーションを重視しています。その打ち合わせで話されることの一部を紹介します。
＜３Ｄ演出に関する留意点＞
「飛び出しの強調については、目の負担が大きいので」長時間の飛び出し演出は避けたい」
「視差については奥行き/飛び出しともに２％（※）以内」にコントロールし過度な３D強調をしない」
※スカパー３D制作ガイドラインでは、視差量のコントロールは画面幅に対してスクリーン前後共に
2％（=38pix）を極力超えないものとしています。1920（スクリーン幅）×0.02(2％)≒38PIX
（参考）スカパー標準視聴環境
現在の日本のHDTV視聴環境と一般的な３D対応テレビの画面サイズを前提とする。
画面の視聴距離 ： ２．４ｍ
想定画面サイズ ： ５０型
想定機器
： ２０１０年発売モデル相当
120Hz駆動以上でPDPやLCDなど表示形式は問わない。
＜カメラワークに関する留意点＞
カメラマンと多く話す中で良くでる会話として紹介します。
「カメラを動かすスピードやズーム操作についてはなるべくゆるやかに」
※背景映像がぼやけるほどの早い動きのある映像は３D視聴上、好ましくない。
「３D効果の出やすい映像にするには、人や物の重なりが多いほうが良い。しかし、１ショットやそれ
以上のヨリ画（人物のズームアップした画）は３D効果がわりにくいので、比較的グループショットや、
セットや背景を多く入れ込む画を撮ってほしい」
※例：サッカー中継のヒーローインタビューのカメラサイズはバストサイズ（胸から上）であるし、
背景にはスポンサーボードが入るため、映像の重なりを得ることはできず、３D効果が出づら
い。
＜カメラポジションの確保＞
３D撮影に適したカメラポジションをもらうためには、事前調整が欠かせません。
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主な理由①：カメラポジションの確保には、主催者や会場側の協力が不可欠である。しかし、撮影イ
ベントを２D撮影と同時に行なう場合、２D撮影を優先されることが多くなり、３D撮影は興
行的にプライオリティーを低く捕らえられる傾向が強いため、毎回ねばり強い交渉が必
要となります。
主な理由②：カメラサイズが大型なため、ポジションによっては、客席と被る位置に置くことが容認さ
れにくいことにあります。そのため、カメラポジションを妥協せざるをえない場面が多々発
生します。
＜カメラ調整時間＞
TS-2の構造上、３Dカメラ調整をしっかり行うと２時間程度は必要になり、通常の中継セッティン
グよりも１時間～２時間ほど、セッティング時間が必要となります。その為、コンサートホール等
の通常利用時間内でセッティングできない状況も発生し、追加の設備（コンサートホール等）利
用料金が掛かることもあります。
また、コンサート等、屋内撮影時には、全体の運営スケジュールに大きく左右されるため、場内
照明の点灯時間にあわせて3D調整を行うなど、工夫が必要です。

4. 中継技術概要
当社で活用している主な機材、カメラ系統概略図、中継状況について簡単にまとめます。

▲ カメラ系統概略図
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＜Jリーグ 中継状況＞
スカパー！では３Ｄ撮影機材として、ハーフミラー式リグを４式、平行式のリグを１式保有しており、Ｊリー
グ中継においてフル活用しています。

▲ ＜3Ａｌｉｔｙ社製＞TS-2 ハーフミラー式

▲ ＜3Ａｌｉｔｙテクニカ社製＞ 平行式リグ（side by side）

・ハーフミラーリグの特性
視差を０ｍｍまで柔軟に調整することが可能なため、近距離の被写体を撮影する場合でも３Ｄ表
現可能な機能を持っています。サッカー中継にはピッチレベルに配備し選手がボールへ向かって
走ってくる迫力映像やシュートシーンを撮影します。
カメラの高さが1900ｍｍ程度あり、コンサート等の舞台撮影では、客席からの目線を妨げてしま
い、主催者からクレームを受けることがあります。とにかく重い。機材の重量は約50ｋｇあり、クレーン
等の特機に乗せる場合は、大型特機が必要となります。 また、2台のカメラを同期して動かしながら、
立体感の補正を行うギヤをモーターで駆動する構造上、雨や埃に弱いため、雨天時や土埃の多い場
所では、カメラ養生に注意が必要となります。
・平行式リグの特性
機材が小型のため、２Ｄのスタ
ンダードカメラと同じスペースサイ
ズに設営することが可能です。
また、セッティング時間はハーフ
ミラーよりも比較的短い時間で調
整可能です。Ｌ/Ｒカメラの視差（目
幅）が 約 160mm と 離 れ て い る の
で、コンバージェンス（基線長）と言
われる目線の交差ポイントが5ｍ
ほど離れます。そのため、最短で
も被写体から5ｍ以上離れる必要
あるため、近距離撮影には不向き
となります。しかし、被写体から遠
距離で撮影には有効的なため、特
にサッカー場全体の撮影に向いて
おり、試合全体を広いサイズで撮
影するベースカメラとして活用して
います。

▲３Ｄ支援車内 （Ｊリーグでは３ｔトラックを主に使用）
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＜３Ｄ調整＞
３Ｄ調整は各カメラに付き１人の３Ｄ調
整者がリアルタイムで３Ｄ効果のコント
ロールを行っています。
カメラの動きに合わせて瞬時に３Ｄ効果
の調整が必要とされるため、片時も３Ｄ
ディスプレイから目が話せない状況とな
り、集中力を途切れさせることはできませ
ん。
３Ｄ調整者は作業基準として、３Ｄ効果
の安全対策とされている「視差について
は 奥 行 き / 飛 び 出 し と も に ２ ％ 以 内」を
守って調整をしています。
＜中継車＞
Ｊリーグ中継については株式会社エキ
スプレス殿に毎回サポート頂いていま
す。
３Ｄ中継車のメインモニターは３Ｄモニ
ターとなっており、ディレクター/カメラス
イッチャーの担当者は３Ｄ映像をモニター
しながら番組制作を行っています。

5. 所感
昨年の３Ｄ放送開始から、様々なジャン
ルの３Ｄ収録/中継を経験しました。
収録/中継時には、早朝からセッティング
開始し、イベント終了後、機材撤収完了が
深夜に至ることは頻繁であり、機材が重いこともあって肉体的な疲労は大きいです。しかし、３Ｄ
放送の先駆者として３Ｄ番組を世に送り出すという役割を得たことは、この上ない幸運であり、こ
のプロジェクトに取り組んでいる放送技術部制作技術チーム全員が高いモチベーションと充実
感を持ち、日々撮影に取り組んでいます。
今後も３D放送の発展と普及に少しでも貢献できればと思います。
また、３D放送を通じて、たくさんの制作者や技術者と出会え、一緒に仕事させてもらえたこと
は、自身の人生の中でもの特別に大きな経験であり財産であると痛感しています。■
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SPACE JAPAN MILESTONE

BSAT-3c/JCSAT-110Rの打ち上げ成功

▲ BSAT-3c/JCSAT-110Rのイメージ
ロッキード・マーチン社提供

株

式会社放送衛星システムとスカパーJSAT株式会社が共同で調達する放送衛星と
通信衛星の複合衛星であるBSAT-3c/JCSAT-110Rは、平成23年8月7日午前7時52
分（現地時間6日午後7時52分）に、南米仏領ギアナ・クールーにある射場からアリア
ン・スペース社のアリアン5型ロケットにより打ち上げられました。
その後、BSAT-3c/JCSAT-110Rはロケットからの分離や静止軌道への投入及び軌道上試験
による性能確認も順調に行われ、9月21日に東経110度の軌道上で米国ロッキードマーチン社
BSAT-3c／JCSAT-110Rの概要
打ち上げ日時

2011年8月7日午前7時52分（日本時間）

打ち上げ場所

南米フランス領ギアナ宇宙センター

打ち上げロケット

Ariane 5ECA（アリアン・スペース社）

衛星バス

A2100A型（ロッキード・マーチン社）

衛星の主要諸元

BSAT-3c

JCSAT-110R

(1)周波数

17/12GHz

14/12GHz

(2)中継器

16本(予備4本含む)

12本+予備

(3)送信出力

120W

120W

(4)設計寿命

15年

15年

軌道位置

東経110度
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より引き取られました。
BSAT-3cは、現在放送中のBSデジタル放送や平成23年10月以降開始の新たなBSデジタル
放送に対応するための衛星でBSAT-3a、3bとともに8チャンネル衛星3機の衛星運用体制で、
BS12チャンネル放送に備えるものです。
JCSAT-110Rは、現在BS放送と同じ軌道位置の東経110度上の通信衛星NSAT-110のバック
アップ衛星で、CSデジタル放送サービスの安定運用の継続と事業基盤の強化を目的としてい
ます。■
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CONFERENCE REPORT
Ka and Broadband Communications Conference
and BroadSky Workshop 参加報告
情報通信研究機構
首都大学東京

高山佳久
福地 一

17th Ka and Broadband Communications, Navigation and Earth
Observation Conference が2011 年10 月3 日から5 日にイタリア・パ
レルモで開催された。また、本会議と同時にNICTが主催する 9th
BroadSky Workshopが“Large Platform Technologies for Upcoming
Applications and Services”のタイトルと共に大型衛星を話題とした
講演が行われた。

オープニングセッションでは、イタリアの衛星伝搬研究をリードしてきた Prof. Paraboni、ミ
ラノ工科大学、が２０１１年４月に死去したことから、同大学のProf. Capsoni から、彼の業績等を
た た え る ス ピ ー チ が 行 わ れ た。テ ク ニ カ ル セ ッ シ ョ ン で は、Telecommunication に 関 し て
Systems, System Studies, Antennas, ComponentsおよびGround Systems、Navigationに関して
Applications と Systems、Earth

Observation に 関 し て Applications と Systems、Protocols

Propagation & Fade Mitigation、COSMO SkyMedなど110件を超える講演が集まった。また
Special SessionとしてUnmanned Systems and Communication IssuesやMarket and Insurance
Perspectivesといった講演も続き、全体に盛況な会議であった。
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BroadSky Workshopでは、震災復興に関する各国各機関のサポートへの感謝の言葉が述べ
られたオープニング講演につづき、WINDSに関するFirst Reportとして、これまでに成功した
WINDSを介した映像伝送等の各種実験の紹介とともに、震
災への支援活動が紹介された。実際の活動を通じて得られ
た経験から、大規模災害時の初動という観点からより実用的
なシステムを構築するための報告が行われた。また、ESAが
開発を進めている大型衛星バスとして、2013年に打ち上げ予
定の衛星 Alphasat と、搭載される機器類が紹介された。そ
のミッションの一つであるQ/V-bandの通信装置について、開
発の経過と実験計画が示された。最後は、大型展開アンテナ
を有するSTICSについての現状およびこれまでの検討結果
が示された。■
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総会報告

AIAA JFSC 2011年度
年次総会
AIAA JFSC事務局長
Space Japan Review 編集委員長
情報通信研究機構 若菜弘充
平成２３年（2011年）１０月１３日首都大学東京秋葉
原サテライトキャンパスにて、第１３回AIAA JFSC（衛
星通信フォーラム）年次総会を開催した。
総会に先立ち、特別招待講演として畚野信義氏
（現在、奈良先端科学技術大学院大学理事）により
「宇宙開発とともに」と題してご講演をいただいた。
秋田県道川でのロケット実験実験に始まり、最近の通
信衛星の話題まで、当事者として、また外部からの
視点で、裏話を含めて幅広い話題を話された。内容
の一部は本誌に執筆をお願いしたのでご期待いた
だきたい。
年次総会では、最初に会則第９条の年次総会６項
の規定に従い、役員の2/3以上の出席（役員メンバー
９名のうち出席者８名、委任状提出者１名）を持って総
会が成立することを確認した。
最初に、JFSC会長の福地一首都大学東京
教授が挨拶され、2011年11月28日から12月1
日 奈 良（ホ テ ル 日 航 奈 良）に て 開 催 さ れ る
AIAA ICSSC-2011の準備状況について話さ
れた。
次に第１号から第４号まで議案ごとに内容
を報告する。
1. 第１号議案「２０１０年度活動報告」
● Space Japan Review誌は２が月に１度の発行
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●

●

●

2.

3.

を継続。今年度の特徴
は、東日本大震災（２０
１１年３月１１日）後、通信
関連の事業者、団体等
の活動報告を行った。
２０１１年３月より同誌の
ウェブサーバを外部
のサーバに切り替え
た。以 後 平 均 で527ア
クセス/月。
新編集委員として大
幡 浩 平 氏（ス カ パ ー
JSAT）、門 脇 隆 氏
（JMOS）が加わった。
AIAA ICSSC-2011の開催準備を行った。その他、JC-SATやICSANE等電子情報通信学
会研究会との連携（後援）も行った。

第２号議案「２０１１年度活動計画」
● 英語翻訳にNICTの開発した多言語翻訳プラットフォーム「言語グリッド」システムを利用
し、英文記事の増加を目指す。また新コーナの創設、多様な執筆者の発掘、アクセス数
増加に向けた宣伝活動に努める。
● AIAA ICSSC-2011の開催の成功に向けて、最大限の努力を行う。
● 今後のJFSCの組織形態として「一般社団法人」化に向けた調査・検討を行う。
第３号議案「2010年度収支報告書及び２０１１年度予算計画、監査報告」
浜本直和財務委員長から２０１０年度収支報告、２０１１年度予算計画の説明が行われた。平
成２２年度AIAA衛星通信フォーラム監査報告書に基づき、垣内監査委員長から適正に
管理されている旨の監査結果が報告された。

●

4.

第４号議案「２０１１年度役員及び運営委員の構成」
●
新旧役員の報告があり、承認された。構成表はSpace Japan Review誌に掲載されている
通りである。

以上の第１号議案から第４号議案までが承認された。
おわりに
特別招待講演をお願いした畚野信義氏、東京大学及び早稲田大学名誉教授の安田靖彦氏
を始めとして、スカパーJSATの永井裕副社長の他、日本の衛星通信の発展に寄与されてきた
大学、企業、研究開発機関の方々が一同に会する総会であった。学会とは一味違った雰囲気
で様々な意見が飛び交う大変興味深い会合で、毎回出席を楽しみにしている。技術の発展、
社会の発展のために貢献されてきた方々を、特に衛星通信の観点から、Space Japan Reviewで
その声を拾い上げてこようと思う。■
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TECHNOLOGY REVIEW

ガウス分布について
情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク研究所
主任研究員

有本 好徳
１． ガウス関数の定義
通信理論やレーザ光学系の設計・評価においてガウス分布（正規分布）、及び、その積分がよく
用いられる。そこで、これらの定義式や近似式等について調べてみた。
(1) 定義
区間の片側で定義した場合の式は、

erf ( x) 

2



x

e

t 2

erf (  )  1

dt

(1)

0

となるが、ｘが負の場合を含めて原点に対して対称な積分で表した場合は、

erf ( x) 

x

1



t
 e dt
2

(2)

x

この定義はガウスによるもので、これらの関数で定義した場合の分散は1/2になる。関数の全て
のｘにわたる積分が１に規格化されていることから、この積分は分布の中心付近の割合を示すも
のと考えられるが、反対に分布の裾の割合を示すものとして誤差補関数(erfc)が次の式で定義
される。

erfc( x)  1  erf ( x) 

2





t
 e dt
2

x

一方、正規分布の分布関数の定義は、平均をμ、分散をσとすると、
f ( x) 

1
2


2

e

 x   2

(3)

2 2

となる。この関数もｘの全領域で積分すると１になるように規格化されている。
(2)近似式
通信方式の教科書ではビット誤り率（BER）の計算の際にQ関数を良く使う。ｚを受信機の符号
判定点における信号対雑音比とすると、 BER  Q (z ) と な る。こ の 近 似 式 と し て、宮 内 一 洋 著
「通信方式入門」には、以下の近似式が紹介されている。
1
Q( z ) 
z  2

z2

 0 .7   2
1  2 e
z 


(4)

この式の近似精度はz>2.15で1%と説明されており、BERで10-2よりも良い場合には良好な精度
が得られる。BERを誤差捕関数で表すと、
BER 

1
z
erfc( )  Q( z )
2
2

(5)

となるので、式(4)、(5)からerfcの近似式として、次の式が得られる。
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erfc ( z )  2Q ( z  2 ) 

0 .7   z 2

1  2  e
z    2z 
1

(6)

この近似式は以下の漸近展開をもとに最適化されたものと思われる。

erf ( x) 

2

x

e
 

t 2

dt  1 

0

ex

2

1
1 3 1 3  5


1  2  2 4  3 6  ...
2 x
2 x
  x  2x


(7)

この展開式自体は全ての項を計算すると発散するが、ｘの大きな領域で展開項の計算を途中ま
でで打ち切った場合、テイラー展開よりも少ない項数で精度の高い結果が得られる。
式(7)以外の近似式は、例えば英文版Wikipediaで”Error function”で検索すると、次のような近
似式が紹介されている。
1  7.05230784  10 2 x  4.22820123  10 2 x 2  9.2705272  10 3 x 3 

erfc( x)  
4 4
4 5
5 6

1
.
520143
10
2
.
765672
10
4
.
30638
10


x


x


x


この式の最大誤差は3x10-7である。
erfc( x)  (a1t  a2t  a3t  a4t  a5t )e
2

3

4

5

t

 x2

16

(8)

1
1  px

(9)

こ こ で、a1=0.254829592, a2=-0.284496736, a3=1.421413741, a4=-1.453152027, a5=1.061405429,
p=0.3275911である。この式の最大誤差は1.5x10-7である。
4  ax 2 



2
erf ( x)  sgn( x) 1  exp  x 

1  ax 2 



a

8  3
 0.140012
3 4   

(10)

この式の絶対誤差は全てのｘについて0.00035以下である。
これらの近似式についてNetlibのFortranのソースコード（W. J. Cody）をもとにした倍精度の計
算結果との比較を行ってみた。以下の表でr-diffは相対誤差、a-diffは絶対誤差を示す。
式(8)についての比較結果：
x
0.00

erfc6(x)
1.00000000000000000

derfc(x)
r-diff(%)
1.0000000000000000
0.00

a-diff
0.00000000

0.50

0.4795003017179373

0.4795001221869535

0.00000018

1.00

0.1572989536661082

0.1572992070502851

1.50

0.0338950786634172

0.0338948535246893

2.00

0.0046774829249957

0.0046777349810473

2.50

0.0004071590209555

0.0004069520174450

0.05

0.00000021

3.00

0.0000222644075132

0.0000220904969986

0.79

0.00000017

3.50

0.0000007748050616

0.0000007430983723

4.27

0.00000003

4.00

0.0000000177921089

0.0000000154172579

15.40

0.00000000

4.50

0.0000000002863435

0.0000000001966160

45.64

0.00000000

5.00

0.0000000000034922

0.0000000000015375

127.14

0.00000000

0.00

-0.00 -0.00000025
0.00

0.00000023

-0.01 -0.00000025

ｘが3.5以下（BERで10-6以上）であれば相対精度10%以下の精度が出ている。
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式(9)についての比較結果：
x
0.00

erfc6(x)
1.00000000000000000

derfc(x)
r-diff(%)
1.0000000000000000
0.00

a-diff
0.00000000

0.50

0.4794999836952530

0.4795001221869535

1.00

0.1572993102524100

0.1572992070502851

1.50

0.0338947335970280

0.0338948535246893

2.00

0.0046778604187811

0.0046777349810473

0.00

0.00000013

2.50

0.0004070354633940

0.0004069520174450

0.02

0.00000008

3.00

0.0000221051488978

0.0000220904969986

0.07

0.00000001

3.50

0.0000007442171360

0.0000007430983723

0.15

0.00000000

4.00

0.0000000154602958

0.0000000154172579

0.28

0.00000000

4.50

0.0000000001975086

0.0000000001966160

0.45

0.00000000

5.00

0.0000000000015478

0.0000000000015375

0.67

0.00000000

-0.00 -0.00000014
0.00

0.00000010

-0.00 -0.00000012

全てのｘについて絶対精度7ケタの精度があり、相対精度も良好で、特にBERの小さな領域で精
度が高い。
式(10)についての結果：
x
0.00

erfc6(x)
1.00000000000000000

derfc(x)
r-diff(%)
1.0000000000000000
0.00

a-diff
0.00000000

0.50

0.4794807110317622

0.4795001221869535

-0.00 -0.00001941

1.00

0.1570744177568533

0.1572992070502851

-0.14 -0.00022479

1.50

0.0335833981411652

0.0338948535246893

-0.92 -0.00031146

2.00

0.0045553196116770

0.0046777349810473

-2.62 -0.00012242

2.50

0.0003883067024652

0.0004069520174450

-4.58 -0.00001865

3.00

0.0000207864989325

0.0000220904969986

-5.90 -0.00000130

3.50

0.0000006973845483

0.0000007430983723

-6.15 -0.00000005

4.00

0.0000000145977519

0.0000000154172579

-5.32 -0.00000000

4.50

0.0000000001896490

0.0000000001966160

-3.54 -0.00000000

5.00

0.0000000000015219

0.0000000000015375

-1.01 -0.00000000

式（8）、(9)に比べると精度が悪いが、全てのｘについて10%の精度で結果が得られる。
以上の評価の結果、単精度（８桁）程度の簡易計算には式(9)が、計算量の少ない式が必要なら
式(8)、あるいは式(10)が適していることが分かった。実際には、上記の誤差評価と計算の複雑さ
を考え合わせて最適な式を選択する必要があると思われる。最近の数値計算ライブラリ（C99
やFortran2008）では倍精度の誤差関数が整備されている。これらのライブラリではW. J. Codyの
アルゴリズムが用いられているものと思われる。また、エクセルの計算（少なくとも2003年版以
降）については正確な計算結果が得られるようである。 ■
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SPACE JAPAN INTERVIEW
昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと
過疎地域における医療サービス拡充補完・補強の役割が期待される衛星通信 その２
アイソ・スペースネット・リサーチ代表取締役

磯

彰夫

SJRインタビュー：2月3月号において、過疎地域は、安全・安心な水や農林水産物等の食料、水力発電
などの再生可能エネルギーの供給等、国民全体の安全・安心な生活を支える重要な公益的機能を有
していることを説明いただきました。現行過疎法において，過疎対策の目標として「医療の確保」を掲げ
ています。また、8月9月号において、健康増進と病気予防保健活動や医療拡充を支える、スーパーブ
ロードバンド短距離無線国際標準技術規格（信号を伝送する，衛星通信ユーセッジモデル開発検討の
ため、①死亡率（人口10万人当り死亡数(人）)と過疎市町村対全市町村面積比（％）とが強い相関係数
0.7を持つことや②医師数／市町村面積（人／k㎡）と過疎市町村対全市町村面積比（％）との相関係
数は0.6で強い相関係数0.7に近い値であることを示していただきました。
死亡率と医師数／市町村面積（人／k㎡）との相関関係はどうなりますか。
参考：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO015.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/pdf/kasokon20_05_02_s3.pdf
http://www.ieee802.org/15/pub/TG3c.html，http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/
tgad_update.htm，http://www.ieee802.org/15/pub/TG4j.html，http://www.ieee802.org/15/pub/TG6.html

磯氏 ：４７都道府県の死亡率（人／人口千

14.0

人）と医師数密度（人／k㎡）との関係を図１に
示 し ま す（http://www.stat.go.jp/data/nihon/
index.htmを参考に作成）。
医師数密度（人／ｋ㎡）の上位都府県は、１
位東京18.1（7.8），２位大阪11.9（8.5），３位神
奈川6.9（7.2）,４位福岡2.9（9.0）,5位愛知（7.6）
です。括弧内は死亡率（人／人口千人）。また
下位道県は43位福島0.28（10.6），44位青森
0.27（11.2），45 位 秋 田 0.20（12.7），46 位 岩 手
0.17（11.5），47位北海道0.15（9.7）です。括弧
内は死亡率（人／人口千人）。
死 亡 率（人 ／ 人 口 千 人）ｙ は 医 師 数 密 度
（人／k㎡）ｘとの回帰対数曲線は
y＝－1.23ln(x)+9.7で表すことができます。死
亡 率（人 ／ 人 口 千 人）ｙ と 医 師 数 密 度
（人／k㎡）ｘとの相関係数は0.71で強い相関を
示しています。

12.0

(

8.0
人
／
人
6.0
口
千
人
4.0

死亡率（人／人口千人）
対数 (死亡率（人／人口千人）)

）

平成7年（１９９５）に発生した阪神大震災を
契機に、高齢者は災害弱者と言われるよう
になりました。高齢者と死亡率の一般的な
関係を説明していただけますか。

死 10.0
亡
率

y = -1.0235Ln(x) + 9.7111
R2 = 0.5119

2.0

0.0
0.10

1.00

10.00

100.00

医師密度（ 人／ｋ㎡）

図１ 都道府県の死亡率と医師密度との関係
●

●

●

医師密度（人／ｋ㎡）死亡率（人／人口千人））の上位都道府
県は１位東京18.1（7.8）， ２位大阪11.9（8.5），３位神奈川6.9
（7.2）,４位福岡2.9（9.0）,5位愛知（7.6）
下位道県は43位福島0.28（10.6），44位青森0.27（11.2），45位秋
田0.20（12.7）， 46位岩手0.17（11.5），47位北海道0.15（9.7）
相関係数：0.71

都道府県の死亡率（人／人口千人）と高齢者65歳以上人口／総人口比（％）との関係を図２に示します
（http://www.stat.go.jp/data/nihon/02.htmを参考に作成）。
65歳以上人口／総人口比（％）の県上位は1位島根29.1（12.4）,2位秋田28.9（12.7）,3位高知28.5
（12.4）,4位山口27.5（11.8）,5位山形27.1（11.7）です。括弧内は死亡率：人／人口千人比です。
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65歳以上人口／総人口比（％）の県下位は
43位滋賀20.2（8.0）,44位神奈川20.0（7.2）,45位
埼 玉 20.0(7.4）,46 位 愛 知 19.8（7.6）,47 位 沖 縄
17.5（7.2）です。（括弧内は死亡率：人／人口千
人比です。
都道府県の死亡率（人／人口千人）ｙと65歳
以上人口／総人口（％）ｘとの回帰直線はy =
0.5261x - 2.776 で表せます。都道府県の死亡
率（人／人口千人）ｙと65歳以上人口／総人口
（％）ｘとの相関係数は0.95で強い相関がありま
す。
６５歳以上人口の都道府県分布をご説明く
ださい。

●

図2 都道府県の死亡率と高齢者人口比との関係
65歳以上人口／総人口（％）（死亡率（人／人口千人）：
－上位県は1位島根29.1（12.4）,2位秋田28.9（12.7）,3位高
知28.5（12.4）,4位山口27.5（11.8）, 5位山形27.1（11.7）
－下位県は43位滋賀20.2（8.0）,44位神奈川20.0（7.2）,45位
埼玉20.0(7.4）,46位愛知19.8（7.6）, 47位沖縄17.5（7.2）
死亡率（人／人口千人）と65歳以上人口／総人口（％）との
相関係数は0.95で強い相関を示す
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６５歳以上の人口（千人），６５歳以上人口の累
積値（千人），６５歳以上人口の累積比（％）総
人口（千人）及び６５歳 以上人口対 総人口比
（％）の都道府県分布を図3に示します（http://
www.stat.go.jp/data/nihon/index.htmを参考に作
成）。６５歳以上の人口（千人）の都道府県上位
は１位東京２，６８５（２０．９），２位大阪１，９３８
（２２．０），３位神奈川１，７９０（２０．０）です。括
弧内は６５歳以上人口対総人口比（％）です。
下位順位は４３位山梨２１０（２４．２），４４位島
根２０９（２９．１），４５位佐賀２０７（２４．２），４６
位福井２００（２４．８），４７位鳥取１５３（２５．９）
で す。括 弧 内 は ６ ５ 歳 以 上 人 口 対 総 人 口 比
（％）です。１位東京から１９位岡山までの19都
道府県（４０％＝１００＊１９÷４７）の６５歳以上
人口２０，３１９千人が６５歳以上人口47都道府
県総数人口２９，００６（千人）の７０％を占めて
います。

●

●

図３ ６５歳以上の都道府県人口分布
都道府県の６５歳以上の人口１位東京から１９位の岡山まで
の都道府県数は全国４７都府県数の４０％（＝１００＊１９÷
４７）
全国都道府県の４０％占める都道府県に住む６５歳以上人
口２０，３１９千人が６５歳以上人口都道府県総数人口２９，
００６（千人）の７０％を占める

3.11地震・津波犠牲者における６５歳以上の
高齢者の状況を説明してくだい。阪神大震
災における犠牲
者や災害時に伝
達された主な情報とメディアとの相違はどのようでしたか。
●

図４ ３.11地震・津波の
犠牲者状況

3.11地震・津波の犠牲者状況を図４に示します。岩手，福島及び宮城３県
の犠牲者は６５歳以上の高齢者が５５．７％（８１０３人）と死者の半数以
上を占めています。また，阪神大震災（１９９５年）犠牲者における６５歳
以上の高齢者の割合は４９．６％です。
（http://www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1071/20110924_01.htm参考に作成）
「3.11地震・津波大震災においては、発生当初からテレビ、ラジオなどの
マスメディア、ケーブルテレビ、災害告知FM、地域新聞などのコミュニティ
メディア、ポータルサイトとしてのグーグル、ヤフー、阪神大震災の際には
なかったツイッター、フェイスブックなどのソーシャルメディアがそれぞれ
独立して各種の災害情報の発信に機能するとともに、相互に連携、補完
し合う、メディアミックスによる効果も上げた。また、固定電話、携帯電話
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東日本大震災で亡くなった岩手、宮城、福島３県の人たちの死
はインフラ施設が震災で破壊され、災害発生
因の９０．５％は、津波による溺死だった。プールなどで死亡する
地における住民の安否確認等が限られた電話
場合と異なり、津波の水圧や水流などが大きな影響を与えてい
回線に集中し、電話回線が処理できる許容量
た。検視に携わった専門家は「なぜ犠牲になったのか、法医学の
をオーバーし、電話がつながりにくかった。他
面からの検証も必要だ」としている。
方、被 災 を 受 け に く い 衛 星 電 話 は 常 時 つ な
＜高齢者が過半数＞ 警察庁が３県の県警を通じ、８月３１日
までに検視を終えた１万５６８９人の遺体の状況をまとめた。そ
がっていた。ツイッターがよく使われた理由の
のうち、溺死が１万４２０４人だった。 次に多かったのは、倒壊し
一つは、オリジナルサーバーがアメリカにあり
た建物の下敷きになったり、津波で流され、体を打ち付けたりし
高速・大容量のインターネット回線が海底ケー
た圧死・損傷死・その他の４．５％（７０９人）。焼死は１．０％（１５
ブルを使用しているため、被災しなかった海底
９人）だった。死因が特定できない不詳は３．９％（６１７人）。 身
元が確認できた１万４５５３人を年齢別にみると、１０歳未満が３．
ケーブルへの切り替えにより海外との回線が
２％（４６５人）、１０代が２．８％（４１４人）、２０代が３．５％（５０５
維持できた。例えば、3 月11 日、震災発生から
人）、３０代が５．６％（８１３人）、４０代が７．３％（１０６３人）、５０代
1 時間以内に東京からだけで毎分1,200 件以
が１２．２％（１７７５人）、６０代が１９．１％（２７８４人）、７０代が２
上のツイートが投稿されている。またアメリカ時
４．４％（３５５７人）、８０歳以上が２１．８％（３１７７人）だった。 身
間（サンフランシスコ）の11 日の終わりまでに
元が確認された人のうち、６５歳以上の高齢者は５５．７％（８１０
３人）と死者の半数以上を占めた。男性は３６４１人、女性は４４６
は「地震」という単語を含んだツイートが約24
２人。多くの高齢者が津波から逃げ遅れ、犠牲となった実態があ
万投稿されている。3 月15 日からは安否情報
らためて浮き彫りになった。
を含むツイートを見易くリスト化したサービス
＜阪神とは異なる＞ 阪神大震災（１９９５年）では、倒壊
「anpi. レポート」の提供を個人のツイッター登
した建物の下敷きになる窒息・圧死が７２．６％で最も多
録者が開始している」等が報告されています
かった。犠牲者における６５歳以上の高齢者の割合は４
（www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/
９．６％で、６５歳以上の高齢者が犠牲者の半数を占める
点で今回の震災と共通するが、死因は大きく異なってい
pdf/072803.pdf 参照）。
る。窒息・圧死がほとんどで、次いで外傷性ショック７．６％、
1995阪神大震災や２０１１．３．１１地震・津
焼死７．４％の順だった。 東日本大震災後、宮城、岩手両
波震災等の教訓から、高齢者等災害弱者への
県で約１７０人の遺体を検視した杏林大医学部の高木徹
適切な災害情報伝達による、避難勧告や避難
也准教授（法医病理学）は「津波による遺体は、海や川、
指示に基づく、避難行動対策は日本全国共通
プールで亡くなる『狭義の溺死』と異なり、水圧と水流、漂
の課題であることが再確認されました。
流物という三つの要素による影響が色濃く出ている」と指
高齢者等災害弱者を含む住民への適切な
摘する。
避難勧告や避難指示の伝達手段としては、自
阪神大震災では建物が倒壊した教訓から、住宅の耐震
立電源を備えた防災無線、サイレン、自治会
化などが進んだ。高木准教授は「遺体の損傷状況などか
のトップ宛てのファクスなどに加え、住民が登
ら、多くの尊い命がなぜ失われたのか、法医学の面からも
さらなる検証が必要だ」と強調している。
録している緊急メール、エリアメール及びコミュ
ニティＦＭラジオにも視覚及び（または）聴覚情
報 を 配 信 す る 必 要 が あ り ま す（http://
mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20110810k0000m070123000c.html?inb=yt）。ま た、過 疎 地 域 の
地上通信の不感エリアの住民に対しては、衛星通信の整備、防災訓練及び防災教育施策加速が必須
と考えられます。

「石巻市のスーパーマーケットにおいて、仙台市の支社に連絡しようにも、緊急用の衛星電話さえ
つながらなかった」 ことが報道されています。エンドユーザー相互の衛星通信回線障害原因と衛
星通信回線構成法の今後の課題について述べてください。
報 道 例 「支 店 か ら 支 社 へ 緊 急 用 の 衛 星 電 話 さ え つ な が ら な い」を 図 ５ に 示 し ま す http://
www.kahoku.co.jp/spe/spe_sys1072/20110724_01.htmを参考に作成）。 ①地震の影響を避け、担当者が
居室から別の場所に避難し、受話器を取り上げなかった。電話回線は正常に機能していた。②通話先
の商用電源供給型電話機が停電により通話不能になっていた。③フィーダリンク地球局から仙台支店ま
での地上回線が地震で被災し障害となり、衛星回線フィーダリンク伝送信号を仙台支店設置電話機にお
いて送受信できなかった。④通信衛星の不具合故障のため、衛星電話機が通信衛星経由でフィーダリ
ンク固定局との間で回線設定が不可能であった。
③は複数フィーダリンク地球局を東日本や西日本に現用と予備構成で配置し、地上通信回線のバッ
クアップ・フェイルセイフ・迂回ルート機能を設定することにより、解決できると思います。
離島を救った海の事件・事故118番衛星電話例を図６に示します（http://www.kahoku.co.jp/spe/
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図５ 支店から支社へ緊急用の衛星電話さえつながらない
あの日、激震が襲った午後２時４６分の後、想定外はまず、午後３時半ごろに起きた。 客を全て屋外退避させた
直後、駆けつけた警察官から「津波が迫っている。客を屋内に誘導してほしい」と求められたマニュアルは店内
の安全を確認するまで、客の入店を認めていない。仙台市の支社に連絡しようにも、緊急用の衛星電話さえつな
がらない。津波は確実に市内に迫っていた。「緊急事態だ」。秀方さんは即決した。約９００人を屋上へ誘導する。
雪が降り始めると、２階の飲食コーナーを「臨時避難所」として開放した。そのころ、店長の奥村博司さん（５５）は、
２階事務所の緊急対策本部で別の判断を迫られていた。「食料や水、毛布などを大量に分けてほしいと、企業や
病院などから要請が来ています。どうしますか」。店の幹部が厳しい表情で尋ねてきた。倉庫には７０００万円分
の商品在庫があり、３分の１は緊急食料として利用できる。無償提供は多額の損失になる。後から支払いを請求
するには金額の把握が必要だが、その余裕はない。「差し上げなさい」。奥村さんは迷わず告げた「提供先への
請求はこの時点であきらめた。あくまで独断。支社と連絡がつかない以上、自分たちでやるしかない。腹をくくっ
た」。奥村さんは振り返る。奥村さんも秀方さんも初日から「長期戦になる」と覚悟していた。「食料や水を求めて住
民が押し寄せてくるだろう。避難者を受け入れた以上、断れない」。奥村さんらは被災者を支援すると決めた。 翌
１２日には早朝から店頭に人があふれ、約２０００人分の菓子や飲料を無料で配った。午後には災害協定を結ぶ
石巻市の職員が「市内の避難所用に丸ごと売ってほしい」と、棚にあった食品の提供を頼みに来た。 １３日昼す
ぎには、男性２人が全身ずぶぬれで避難してきた。浸水した建物から救助され、市中心部から逃れてきたという。
衣料課長の福永千尋さん（３８）は「市内はまだひどい状況なんだと思い知らされた」と語る。 市内のライフライ
ン寸断と食料不足―。緊急避難所は３月２５日まで続いた。従業員はこの間、食料配給や物資確保など１班約３
０人の４班体制で対応。薬剤師は急病人のケアに当たった。営業を再開したのは３１日になってからだった。自宅
が津波で流失し、１２日から閉鎖まで身を寄せた会社員の男性（４８）は「営業もせずに、不眠不休で私たちのた
めに働いてくれた。感謝しきれない」と話す。 石巻市によると、市内最大の指定避難所が受け入れた避難者は、
ピーク時で約３０００人。イオン石巻の受け入れ者数はほぼこれに匹敵する。企業が自治体と結ぶ災害協定は
通常、物資提供などにとどまる。宮城県によると、大型店など民間商業施設が避難所に指定されているケース
は、県内にないという。 企業は災害時に何ができるのか。イオン本社は「災害マニュアルを改定し、店舗の役割
に非常時の避難所機能を盛り込むことも検討している」と説明する。
図６ 離島を救った海の事件・事故118番衛星電話
宮城県女川町の離島・出島（いずしま）。巨大津波に襲われ、島民らが一時孤立する事態に陥った。外部との連絡
が途絶え、不安の中で一夜を過ごした島民は、翌日午後には陸上自衛隊のヘリコプターで全員が石巻市に無事
搬送された。震災直後の混乱の中での「スピード救出」。それを可能にしたのは、１台の衛星電話だった。
養殖業が盛んで、釣り客にも人気の出島は人口約４５０人。地震発生時は３５０人前後が島にいたと推定される。
３月１１日の津波は「高さ２０メートル近かった」と島民たちは証言する。養殖施設や漁港に係留していた船は
あっという間に流され、付近の家々も壊滅。町災害対策本部は後日、出島で１３人が死亡、１１人が行方不明だと
確認した。津波を逃れた住民たちは島の中央部の山を駆け登り、多くは山頂付近の女川四小・二中の校庭に避
難した。下校時間を迎えていた２７人の児童・生徒も身を寄せ合っていた。気温が下がり、雪が吹き付けた。島民
は体育館や教室に入り、近くの民宿などから運んだ毛布にくるまった。次第に、自分たちの置かれた深刻な状況
が分かってきた。情報源はラジオだけ。電気・水道が止まり、携帯電話やインターネットも使えない。飲料水は残り
わずか。夜が更けるにつれて不安と焦りが募った。１２日早朝、外部と連絡を取ろうと教職員らは校庭の雪を払
い、石灰で大きく「ＳＯＳ 水 むせん」と書いた。数機のヘリが上空を横切ったが、気付かないのか、そのまま通り
過ぎていく。
「連絡方法は一つ」。出島地区の赤坂宏介区長（７０）は必死にがれきの中を走った。島には町から配備された
２台の可搬型衛星電話がある。出島、寺間の両区長の家に１台ずつ置かれていた。漁港に近い自宅の１台は水
没してしまった。もう１台は寺間地区の高台に立つ植木千万夫区長（６８）宅にある。寺間地区に着いた時、植木さ
んは沖に出した漁船で一晩過ごし、家に帰る途中だった。「出島区長が来てる。早く戻って」。遠くから自分を呼ぶ
住民の声を聞いて、植木さんは「衛星電話を取りに来たとすぐに察しがついた」。走って戻り、家に無事残っていた
衛星電話を手渡した。衛星電話は学校に運ばれ、当時女川四小校長だった今野孝一さん（５１）が通信を試みた。
訓練以外に触れることのない衛星電話は、バッテリーが切れていた。近くの道路工事現場の発電機から電源を
取った。慎重にアンテナの向きを調整すると、受話器から発信音が聞こえる。今野さんは女川町や県の防災関係
機関に次々と電話をかけた。だが、一向につながらない。少し考えて、ここは海の上だと気付いた。かけたのは海
上保安庁の「１１８」。「救助要請ですか」。頼もしい声が耳に響いた。電話から約２時間後の午後１時ごろ、陸上自
衛隊のヘリが島に降り立った。３０人乗りの大型ヘリ２機が、島と石巻市総合運動公園との間を何度も往復した。
全員を搬送し終えた時は午後５時を回っていた。島民たちは「われわれは運がよかった」と振り返る。万が一に備
えて数年前に配備された衛星電話。１台は偶然高台にあった。学校の近くが道路工事中で、発電機が使えたこと
も幸いした。いずれが欠けても“細い糸”はつながらなかった。出島は今も電気・水道が止まり、島民は昼間、が
れきの撤去などで島に渡りながら、夜は本土で避難生活を送っている。ＮＴＴドコモ東北支社によると、応急処置
によって出島で同社の携帯電話がほぼ使えるようになったのは、震災１カ月後の４月１０日だった。
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通信・測位衛星群

サービス
リンク

フィーダ
リンク

サービス
リンク

地上通信回線

IEEE‐802‐15WPAN,‐11WLAN

・被災救急医療地域
・市町村の過疎地域
地上通信不感エリア

中小都市の人口集中地区
・中核医療施設
・支社,支店等

大都市の人口集中地区
・中核医療施設
・本社,本店等

図７ 衛星間中継の衛星通信システム例

spe_sys1072/20110608_01.htmを参考に作成）。
衛星端末の自立電源機能，現用と予備衛星端末から成るバックアップ・フェイルセイフ構成機能及び
自治体リーダの人命救助使命感に基づいた、臨機応変措置行動と電気通信事業者，海上保安庁，陸上
自衛隊及び医療機関等の中央防災会議関連機関の連携運用が、約300人の島民救助に結実した例と
考えられます。
③と④は衛星通信回線構成法に起因しており、衛星端末
←→サービスリンク←→通信衛星←→フィーダリンク←→地
上回線←→地上通信端末との構成を、衛星端末←→サービ
スリンク←→通信衛星間中継群←→サービスリンク←→衛星
端末の回線構成に切り替えて回線設定することにより、解決
されると思います。
衛星間中継の衛星通信システムの構成例を図７に示しま
す。災害時は被災救急医療地域における衛星移動端末と中
小都市や大都市人口集中地区の医療施設や支社,支店等に
おける衛星移動端末との間で必要最小限の衛星通信回線が
設定されます。平常時には市町村の過疎地域地上通信不感
エリアにおける衛星移動端末と中小都市や大都市人口集中
地区の医療施設や支社,支店等における固定通信端末との
間で衛星通信回線を設定し、平常時における多様な通信
サービス提供ができます。
1.6GHｚ帯の端末と通信衛星間，23GHｚ帯通信衛星相互間
中継 ， 29／19GHz帯フィーダリンクのイリジウム低高度周回
型衛星通信システムが実用化されており、一部の自治体にお
いて防災情報伝達に供されています（http://www.kddi.com/
図8 Iridium Helps NOAA Detect and
business/case_study/tochigi/index.html, http://
Monitor Tsunami Waves（http://
www.iridium.com /default.aspx 参照）。さらにイリジウム衛星
www.iridiumeverywhere.com/archives/
通信システムは地球規模サービスエリアにおける双方向移動
Vol_2_07_07/IE_CS.html参考に作成）
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通信機能を生かし、図８ Iridium Helps NOAA Detect and Monitor Tsunami Waves（http://
www.iridiumeverywhere.com/archives/Vol_2_07_07/IE_CS.html参考に作成）に示すように，第２世代
Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis (DART) Projectにおける、リアルタイム津波監視情報
提供に大きな役割を果たしています。また、3.11地震・津波に関する多くの海面情報を提供したことが知
られています（http://www.spacenews.com/earth_observation/110404-noaa-system-data-tsunami.html 参
照）。
日本は、領海を含めた排他的経済水域の面積は、447万平方キロと国土面積38万平方キロの約12倍
と大きく、世界第6位の海洋面積を持ちます。3.11地震・津波災害を教訓として、海域から陸域環境を生
活の拠りどころにする人々のより一層の安全確保に必要な海洋環境情報を収集・配信するために、
1.6GHｚ帯低高度衛星通信システムを補完・補強する2.6GHｚ/2.5GHz帯の海洋センサー情報監視制御
双方向衛星通信システムの開発促進が期待されます。
ありがとうございました。次回は、「過疎地域におけるデジタルデバイド解消の切り札として期待さ
れる衛星通信その６」を予定しています。■
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