スペースジャパンレビュー編集委員巻頭言
平成２４年辰年

明

けましておめでとうございます。2012年となりましたが，昨年は３月11日東日本大
震災という大自然災害に見舞われ，多くの人命が失われたばかりでなく，原子力発
電所の大事故も重なり極めて多数の避難者の出現という前代未聞の大惨事に見舞われ
た。これらの災害により，我々日本人の生活態度ばかりでなく，科学技術に対する考え
方に大きな影響があったと思う。このような大災害の特に初期段階で，衛星通信は極め
て頼れる技術であることを多くの関係者の努力により示された。Space Japan Reviewは引
き続き皆様のご協力により役立つ情報を発信させていきたいと思います。引き続きご支
援をよろしくお願い致します。
編集顧問 飯田尚志
A Happy New Year! The new year of 2012 has come, but the last year was a special year for us
Japanese because we were struck by the East Japan Great Earthquake on March 11, 2011. Many
people were killed or evacuated from such a big natural disaster. Furthermore many people were
evacuated from the big accident of nuclear power generation plants . I think that these disasters
influenced our Japanese to change not only our philosophy of life but also our thought about science and technology. At a particularly early stage of such a great disaster, it was shown that the
satellite communications were extremely reliable technology by the effort of many people concerned. We would like to continue transmitting the useful information through the Space Japan Review. We appreciate your continuous support for the JFSC.
Takashi Iida, Editorial Advisor

本

年もよろしくお願い致します。
まずは昨年の東日本大震災並びに福島第一原発事故で被災された方々の、一日も
早い生活復旧を祈念いたします。本誌各号の特集記事にて震災後の衛星通信の活躍ぶり
が報じられましたが、災害時ならびに危機管理に於ける衛星通信の最大限の利用につい
て、各機関にてぜひ全面的な総括のうえ、今後に備えて頂けることを切望致します。日
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本企業のトルコ通信衛星の受注やベトナム宇宙開発の支援、準天頂衛星のトータルシス
テム化への予算化着手など、本年以降への明るい話題も出ており、本誌も微力を尽くせ
ればと念じております。
編集顧問: 植田剛夫
Wishing you a peaceful New Year 2012 !
First of all, let me hope the recovery of safe and usual life for the people who lost the home and
properties by the disaster in last March. As reported in several issues of “Space Japan Review”
published last year, satellite communications took the important roles after the huge disaster in Japan last year. It is requested that the situation and the result of the utilization of satellite communications during crisis are completely reviewed by the related organizations and necessary means
will be taken in preparation for the future disasters that will certainly come.
Last year, some bright topics for the new year such as the award of Turkish communications
satellites by Japanese firms and the initiation of national budgetary assignment for the quasi-zenith
satellite system have been reported. “Space Japan Review” wishes to do what we can to support
the growth of the satellite communication business and technology.
Takao Ueda, Editorial Advisor

新

年を迎えるにあたり皆様のご健康とご多幸をお祈り致します。日頃SJRのご愛読あ
りがとうございます。
昨年は、東日本大震災と福島原発による未曾有の複合災害で大混乱の中、其の対策と
復興に懸命に努力された年でした。私も現地仙台に関係者のお見舞いに参上し地震・津
波被害の甚大さ恐ろしさを実感いたしました。
又、モバイル通信を含め地上通信設備が甚大な被害を受けて通信不能の状態に陥り、
災害時の通信機能の維持・活用についていろいろ議論されました。そんな中でWINDSや
ETS-VIIIなど通信衛星が非常災害時の通信機能維持に貢献したことが話題となり、或る
機関によって活躍した状況が報告され、その必要性が広く認識されました。
このような大きな災害の直後でしたが、JFSCが主催者となり１１月後半にAIAA
ICSSC 2011が無事奈良にて開催されましたことは、米国などKeynote Speakerの招請を分
担した委員の一人としてほっとしております、関係者のご協力に対して心よりお礼申し
上げます、有難うございました。
今年は日本復興の為国民一丸となって努力する年であります。WINDSの利用実験も順
調に進み、AIAA ICSSC 2011でもその成果が発表されました、環太平洋地域との協力を
考慮に入れ、非常災害時の通信の必要性も新たに認識され、ETS-VIIIの発展版STICS衛星
など高度衛星通信技術の開発の必要性が認められ推進されることが期待されています。
今年もSJRをご愛顧頂きますようお願い致します。
特別顧問：北爪 進
New Year Greeting from SJR editing committee member
I wish you and all subscribers to have great New Year and happiness; I express my sincere appreciation for your interesting in our SJR over the year. In the last year, it was most difficult time
for Japanese. We have the significant Disaster by Eastern Japan Great Earthquake and Tsunami. I
was impressed that the unbelievable scenery come to my eyes from the place I visited around city
of Sendai where the resident area of friend of mine after the disaster. It was happened that all
communications facility was broken except satellite communications channel. However, there was
great news for us that both WINDS and ETS-VIII Communications Satellites have contributed to
keep the emergency communication channel between inside and outside of disaster area. It shown
that satellite communications is great media for emergency communications establishment. During
this critical situation, AIAA ICSSC 2011 was held at Nara in Japan around end of November successfully. I, as a member of organizing committee, appreciate all of Keynote Speaker and AudiSpace Japan Review, No. 77, December 2011 / January 2012
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ence who attend this event, even the circumstance is not good for visitors. The application experiment of WINDS like 1.2Gbps transmission through satellite was presented at the AIAA ICSSC
conference successfully. I expect that successor of WINDS experiment satellite and successor of
ETS-VIII like STICS Satellite system should be developed in near future. The communications
technology in space is essential for any kind of space application project not only observation satellite but also deep space exploration project. This is good news for us to show the further interesting of the development activity in the field of the satellite communications by Eastern Japan Great
Earthquake and Tsunami Disaster. It is expected to develop the sophisticated technology for the
advanced satellite communication technology. I expect that it makes Japanese nation interesting
into space development activities. Promotion of the Asia Pacific region community is one of main
policy of the new administration which will expect for cooperation at a regional level including
development countries in Asia with harmony, and the sharing of responsibility to arise in the area
of space communications development.
Look forward to interest the activity of SJR in this year, too.
Susumu Kitazume, Editorial Adviser

あ

けましておめでとうございます。昨年は大津波、原子炉事故と大震災があり、日本
にとっては、大変な年でした。この困難な状況の中で、災害現場のデータ収集、緊
急用通信回線の確保、通信網の復旧等に宇宙技術が広く活用されたことは、本誌でも紹
介してきたところですが、宇宙技術の重要性が再確認されたと思います。準天頂衛星
「みちびき」の成功のもとに準天頂衛星計画が政府・与党会議で優先事業として選定さ
れました。日本における宇宙技術の活用、発展がますます進むことを期待したいと思い
ます。
編集顧問 鈴木良昭
A Happy New Year! Last year was a very tough year for Japan, because of the large scale disaster by the world beating earthquake and the subsequent big Tsunami and the nuclear reactor disaster. However under these terrible situation, space technologies such as remote sensing and satellite communication technologies were widely used for collecting the data of the disaster site, securing emergency communication links, and restoring damaged communication networks, as introduce in our previous SJR issues. I think the importance of the space technologies was reconfirmed
through these practical usages. Recently, the construction of the Quasi-Zenith Satellite System was
selected as a priority project at the government level meeting, based on the success of the first
Quasi-Zenith Satellite “Michibiki”. I look forward to further progress in the space technology development in Japan.
Yoshiaki Suzuki, Editorial Adviser

編

集委員会の一員として1年が過ぎました。記事を執筆頂いた方々へ、お忙しい中でのご快
諾に感謝します。面白い情報をお伝えできるよう、本年も記事の編集に努めます。
ご支援をよろしくお願いいたします。
編集委員 高山佳久
One year has passed since I became a member of the editorial committee of AIAA/JFSC Space
Japan Review. I appreciate the authors' kind agreement to write the articles. I'd like to try to provide interesting information in SJR.
Thank you for your support for the JFSC.
Yoshihisa Takayama, Editor
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明

けましておめでとうございます。
昨年は、震災と原発事故に翻弄された年でしたが、世界的にも激動の年でした。各
地で大規模な災害、中東の政変、独裁政権の崩壊、欧州、米国など先進国での経済危機
など10年分の異変が一度に起きたといっても過言ではないでしょう。衛星・宇宙の分野
に目を転じると、日本においてこれらが再評価された年であったと思います。衛星通信
や観測衛星は災害復旧時に持てる力を最大限に発揮し必要性が再認識されました。こう
した事が、緊縮財政にも関わらず後継の観測衛星開発や、測位衛星整備費用を含む宇宙
関係予算の閣議決定を後押しするとともに、宇宙開発を国の重要な政策の一つに押し上
げる結果になったと感じます。今後、日本の宇宙産業全体が活性化することを期待しま
す。SJRでは、引き続き衛星通信・放送関係を中心にさまざまな情報を発信していきたい
と思います。皆様からのご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
編集委員 大幡浩平
A happy new year!
Last year, I had sense of being bombarded with the nuclear accident caused by The Great East
Earthquake. From the global standpoint, it was also a year of upheavals. Not only several natural
disasters, there were also many political upheavals in number of despotic states including Middle
East and also there were economic upheavals in Europe and the U.S. It is no exaggeration to say
that the colossal catastrophes of a magnitude that comes once in decades came at a same year. As
for satellite communications and satellite observations system in Japan, they have played great roll
in disaster relief activity and that lead to reevaluation of space development projects. The fact that
in spite of national austerity plans, Japanese cabinet approved FY 2012 budget for development of
next observation satellite and GNSS shows that space development become one of the important
policies in Japan. I hope that these development projects stimulate whole Japanese space industries.
I would like to continue bringing interesting and useful articles focusing around satellite communication and broadcasting through the Space Japan Review. We will appreciate your continuous
help and encouragement.
Kohei Ohata, Editor

明

けましておめでとうございます。
久しく衛星通信分野から離れていましたが、昨年9月に編集委員を拝命し、復帰し
ました。12年振りにICSSC-2011に参加し驚いたことは、Kaバンドというキーワードで、
ビジネスモデルを構築する発想があり、実際にそれを事業展開していることでした。我
が国が世界に先駆けて研究開発し、実用化も果したが、大容量の需要のない時期で結
局、時期尚早で終了したことを想い返すと、現代の映像需要の増大がいかに凄まじいか
を思い知らされます。
一方、昨年我が国は未曽有の大災害で、多数の方々が命を落とされ、多くの人達が未
だ厳しい生活を余儀なくされています。特に災害時の通信不能は、人々を恐怖に陥れま
した。大容量だけではなく、いつでも、どこでも、どんな時にも繋がる携帯通信システ
ムが待ち望まれます。
今年は、海外の動向だけではなく、日本の目覚ましい復興を発信していきたいと思い
ますので、皆さまのご支援をお願い申し上げます。
編集委員 門脇 隆
Happy New Year 2012! May this year be happy and fruitful.
I came back to the satellite communications field as a member of the SJR editorial board last
September after a long period of other business area.
What I was surprised in ICSSC-2011 held at Nara in Japan was that there were some satellite
communications service providers to create the new business model and to develop the market by
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featuring the term of Ka-band. I really learned the growth of the video demand today, remembering that the Japanese company had to give up the usage of Ka-band because of no demand for
such a high data rate service in 1980’s.
On the other hand, the Japanese people have been faced with unprecedented miserable disaster
in last year and at that time they were much confused and worried by blackout of the cellular
phone network. Not only for video demand but also for voice channel even in disaster, the cellular
phone service companies would be expected to provide the service continuously. We would like
to expect and to report the remarkable rehabilitation after the Great East Japan Earthquake this
year, so it would be much appreciated for your continuous support.
Takashi Kadowaki, Editor

昨

年は東日本大震災、福島原子力発電所事故、豪雨による洪水と多くの自然災害によ
る危機に見舞われました年でした。被害をお受けになった方々には慎んで哀悼の意
を表したいと思います。これら大災害にあたり情報通信システムは社会インフラとして
の重要性が強く認識されました。東日本大震災後、衛星通信技術の活動をSpace Japan Reviewで速報として連載いたしました。世界的な視野で見ると自然災害は毎年どこかで発
生し、情報通信技術が重要な役割を果たしています。次にどのような技術が必要か、本
誌では衛星通信技術、無線通信技術の観点から考えていきたいと思います。
昨年は11月28日から12月１日ホテル日航奈良、なら100年会館でAIAA ICSSC-2011を開
催いたしました。東日本大震災後、日本での開催が可能か多くの議論がありましたが、
災害時にその重要な役割が期待されている衛星通信の国際会議を開催すべきとの意見で
開催することにしました。委員会総力で開催にこぎ着け100名を超える参加者を得て成功
裏に開催することができました。プラナリーセッションやコロキアムでも自然災害時に
おける衛星通信の役割が、特に東日本大震災時における実際の活動が発表されました。
開催状況は本誌にてご報告いたします。今後もその時代にあった新しい企画を立てて発
行を継続していきたいと思います。皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
編集委員長 若菜弘充
Last year, we have met a lot of natural disasters such as the East Japan Great Earthquake, the accident of Fukushima nuclear power plants and flash floods by deadly downpour. We would like to
express our deep grief and offer heartfelt condolences to the people who receive damages due to
natural disasters. It was recognized that the telecommunications system was of strong importance as
the society’s infrastructure. After the Great Earthquake, Space Japan Review has issued activities of
satellite communications as flash reports.
From 28 November to 1 December 2011, AIAA ICSSC-2011 was held in Nara, Hotel Nikko
Nara and Nara Centennial Hall, Japan. Although several international conferences, which were
scheduled to be held in Japan, were suspended or changed their venues out of Japan, the conference
committee of ICSSC-2011 decided that the conference should be held at the same time and the same
place as planned. In Colloquium and Opening Plenary Session, “What we have done”, what satellite
communication and satellite remote sensing community have devoted just after the Great Earthquake were discussed. We would like to continue the publication of Space Japan Review, which
will issues new articles just in time. We appreciate your continuous assistance.
Hiromitsu Wakana, Editor-in-Chief
■
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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

❸

安全保障に関わる研究の進め方
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，筆者の元職の
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，内容は筆者の独断と偏
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について，第２回では，研究マネージ
メントはどう考えるべきかを論じた。そこで，今回の第３回では安全保障に関わる研究の進め
方について考えたい。安全保障関連研究の従来の研究からの相違点，情報の取得と扱い，など
のトピックを考えたい。最近の情勢として米国では財政改善のために軍事費削減を行い，同盟
国にはより一層の役割の強化を期待するとしている。今後，情報の取得，流通のため軍用通信
衛星の重要性は益々高まるものと考えられる。
◆◇安全保障関連研究に関するこれまでの主張◇◆
本シリーズ第３回では，衛星通信を例に取りつつ，本シリーズの中心関心事である安全保障
関連の研究開発の進め方に議論を進めたい。そのためには，まず安全保障における衛星通信の
必要性の増大を述べるべきであるが，それについては筆者のこれまで行ってきた主張を簡単に
復習することにしたい[1][2][3][4][5]。それは，2004 年から始めたものである。
■2004 年の主張
参考文献[1]では，「風を読めるか」と題して，21 世紀に入ってからの混沌としている世界
から我が国を守るために，国の安全への研究開発の役割増大の認識を高めるべきではないかと
いうことで，技術安全保障の観点から宇宙開発を行うことの重要性を述べ，我が国では十分に
進んでいない有人宇宙開発を進めるべきと主張すると同時に，国の研究所は少なくとも国の安
全への寄与を増やすべきだと述べた。特に国研，独立行政法人の役割の変化の認識が必要であ
る。情報通信研究機構（NICT）の例を挙げるならば，インターネットセキュリティ，電磁環
境に対する系統的対策としての役割，情報収集衛星などの技術支援の役割，などを挙げ，国の
安全保障という考えの次期科学技術基本計画（第３期計画）への反映は必至であろうし，当然，
宇宙開発計画への反映も必至だと述べた。
この議論では，JFSC 編集委員とのディスカッションを通じて，将来の宇宙開発についての
考察から，時代の風を読むという観点から有人宇宙開発とともに安全保障面での宇宙開発を述
べたが，これから国の研究所は安全保障に特化すべきではないかという以後の議論の方向性の
基礎が語られたものであった。
■2008 年末の主張
参考文献[2]では，
「安全保障，特にネットワーク中心防衛システムの核たる衛星通信技術の
研究開発をどう進めるべきか」と題して，2008 年に大きな情勢の変化であった宇宙基本法の
成立・施行を受けて安全保障の一環としての衛星通信技術の重要性とその研究開発の進め方を
議論した。我が国で宇宙開発が始まって以来それまで宇宙の平和利用に限定された環境に慣れ
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てきてしまった我々にとって，安全保障に係わる衛星通信技術の研究開発は従来行ってきたも
のとどう違うのか戸惑いがある。そこでここでは安全保障に係わる研究開発の仕方は従来とは
異なる性質を有すると述べ，議論の構成としては米軍の衛星通信利用の現状と将来について公
開資料に基づいてその重要性が増大していることを記述し， NICT を例としつつ，今後の我が
国における研究開発の在り方に言及した。さらに，2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ，
それに続く戦争・テロの頻発により社会の安全確保にとって情報を取得し，必要な場所に迅速
に伝えることは必須であり，この意味で情報通信，とりわけ衛星通信はその核となる技術であ
ることを特記した。
ここでは，Aerospace America の記事[6]で，衛星通信やネットワークの威力を具体的に
知ったことからネットワーク中心を具体的に調査し，論じたものである。
■2009 年始，電子情報通信学会研究会で発表
参考文献[3]では，「安全保障としての衛星通信：その役割の増大と今後の研究の一進め方」
と題して，このような安全保障問題の議論を電子情報通信学会衛星通信研究会宇宙航行エレク
トロニクス研究会合同研究会に発表を行った。これまでの議論を踏まえてだが，同研究会での
発表としてはやゝ刺激的な発表であったかもしれない。内容としては，宇宙基本法成立を受け
て安全保障の一環としての衛星通信技術の重要性とその研究開発の在り方を議論した。まず戦
争の性格に変化を及ぼす軍事革命（RMA）が進んでおり，衛星通信はその要の技術としてそ
の重要性が増大していることを米軍の衛星通信利用の現状と将来について公開資料に基づい
て述べた。次に，今後の研究開発の従来と異なる点として，研究成果の使い方まで研究者に考
えさせるべきでないこと，研究開発課題を絞らないこと，国が衛星通信の研究を続けることが
益々重要となることを述べた。最後に国の研究機関として NICT を例として考え，従来の研究
課題で必要なものはほとんど網羅されているが，その位置付けの明確化が必要であることを述
べた。
■2009 年末，電子情報通信学会研究会で発表
参考文献[4]では，
「将来の衛星通信̶次期プロジェクトを目指して̶」と題して，電子情報
通信学会衛星通信研究会で発表した。内容は，WINDS 衛星実験が順調に進捗しているが，
post-WINDS とも言うべき次期通信衛星プロジェクトはまだ提案されていないことから，次
期 WINDS 衛星プロジェクトを考える時期に来ていること，および宇宙基本法の施行により我
が国の宇宙開発環境が変化したことを踏まえて，我が国の次期通信衛星プロジェクトの候補を
提案したものである。発表では，将来の通信衛星プロジェクト提案の動機を述べ，次に超高速
通信衛星「Gigabit-2 衛星」を提案した。さらに，その衛星技術の応用，開発すべき技術につ
いて述べ，最後に安全保障に関わる研究方法について述べた。また，宇宙基本法の内容が，宇
宙開発目的の非軍事から非侵略への変化，宇宙産業の国際競争力の強化，国民生活向上等に資
するための衛星利用情報通信ネットワークの整備推進などであることを踏まえる必要を述べ
た。特に非軍事から非侵略を踏まえると，研究の自由度が格段に増す。即ち，従来の我が国の
衛星通信の開発研究では，スーパー301 条に起因する日米貿易摩擦による 1990 年の日米合
意と非軍事の狭間で研究せざるを得ず，自ずから技術的進展に制限が付けられていたからであ
る。一方，安全保障関連技術においては，弛まぬ研究開発を行って技術を進歩させていかない
と，他国に比べ劣勢となる危険があること。そのため，常に最新の技術を持つ必要があり，将
来の通信衛星構想にもこのことを反映させる必要があることを述べた。さらに，情報通信ネッ
トワークの整備に関しては将来的には高速ネットワークが必要になると考えられるので，超高
速衛星を将来の目標とすることは妥当と考えると述べた。
■2010 年，電子情報通信学会誌で発表
参考文献[5]で，これまでの発表の集大成として電子情報通信学会誌のオピニオン欄に書い
たものである。また，これらの主張を参考文献[7]の中の AIAA-JFSC 総会でのディスカッショ
ンにぶつけた。
以下の議論では，安全保障に関する研究開発の進め方について議論を進めることとするが，
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衛星通信の研究開発に特化される議論もあるので，研究開発の進め方の議論に入る前に，安全
保障特有の衛星通信技術の項目を挙げる形で，簡単にレビューすることとする。
◆◇安全保障特有の衛星通信技術◇◆
衛星通信技術を含む安全保障関連の通信に関する技術の研究課題として簡単に項目を列挙
するに止め，全体像は文献[7]に譲ることとする。ただ，最近の特記事項を後半に記す。
 軍用通信衛星技術
 高速通信
 キャンセルされたが，米国の T-SAT では衛星-地上２Gbps，衛星間通信
10Gbps の光通信を考えているようである。
 移動体通信
 クラスタ衛星
 対衛星攻撃兵器
 DARPA の Satellite F6[8]。最近も進んでいる模様であるので注目必要[9]
 盗聴衛星技術
 抗堪性技術
 低 検 出 確 率 (LPD: Low Probability of Detection) と 低 妨 害 確 率 （ LPI: Low
Probability of Intercept）
 CIA （Confidentiality（機密性），Integrity（保全性），Availability（可用性））
 対核爆発[10]
 ミリ波を用いた無線通信技術
 Anti-Jamming
 兵士同士の無線通信技術
 スマートアンテナ技術
 低密度パリティ検査符号（Low Density Parity
Check: LDPC）
この中で，盗聴衛星は最近新しい衛星が打ち上げられ
ているので，以下に簡単に記述する。従来盗聴衛星プロ
グラムは，第１，第２，第３，第４世代と世代を追って
開発されてきており， Sigint と呼ばれるものなど 100
ｍクラスの非常に大きなアンテナを使っているものが
打ち上げられているようであるが，江畑著「最新・アメ
リカの軍事力」という本によるとこの分野が一番機密度
が高いということである[11]。最近，図１に示すような
NROL-32 という電子偵察衛星は，直径 100m のアンテ
図１ NROL-32 と思われる衛星
ナを搭載し，2010 年 11 月 21 日に Delta IV Heavy
概観[12]
ロケットで打ち上げられた[12]。さらに，多分小型の衛
星だと思われるが，NROL-41 という盗聴衛星も 2010 年 9 月 20 日に Atlas 5 ロケットによ
り打ち上げられている[13]。
また，軍用通信衛星については，現在 WGS（Wideband Global Satcom）が非常な成功を
収めているようであるが，特記すべきは同盟国が共同出資により WGS を調達する動きがある
ことである。このように大容量軍用通信衛星が普及すると商用衛星利用軍用通信の需要が減少
するという心配もあるようであるが，最近の報道によれば，カナダ，デンマーク，ルクセンブ
ルグ，オランダ，ニュージーランドが共同出資に同意したとのことである[14]。我が国はどの
ように考えるかは今後の課題と思われるが，研究開発という点から見ると，目標とすべき技術
は WGS より更に将来の通信能力を狙うべきである。
◆◇安全保障関連研究の進め方◇◆
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以下では，宇宙開発または衛星通信に関わる安全保障関連研究の進め方に焦点を当てて記述
する。その際，これまで発表したものを基とするが，これまでのものはページ数に制限もあっ
たので，要旨のみの発表であった。そこで，以下では，参考文献[5]での記述をより詳細に述
べる形で進めてみたい。
■研究の成果の使い道まで研究者に考えさせるべきではない：「暗黙の了解」の必要性
宇宙開発に対して一般の人の関心が薄いのは宇宙関係者の宣伝方法が悪いからだとこれま
でいつも宇宙関係者の所為（せい）にされてきた。特に研究の提案段階または予算獲得段階に
おいて，成果がどう使われるのか不明と指摘されると，宇宙関係者は乏しい知識を振り絞って
使い道を考えさせられてきた。しかし，もっと広い視野から宇宙というものを考えていく必要
があった。参考文献[15]の中で河井克行氏は「…世界に冠たる水準にまで到達した宇宙技術を
築いてきた日本の技術者たちの努力に甘えすぎていたのではないか，彼ら・彼女ら科学者や研
究者，専門家にだけ宇宙の開発や利用のあり方を考えることを押しつけてきたのではないか…
宇宙に関する日本の国策を根底から変えなくてはならない…もっと広い視野から宇宙開発の
意義を考えなくてはならない。それを怠ってきた責任は，間違いなく政治家にある。」と述べ，
宇宙基本法の背景には宇宙を政治の問題としてとらえるべきという反省があったということ
である。
さらに，安全保障上の技術の研究開発においては，その成果をどう使うかまで研究者が考え
るのは越権行為とも考えられることである。得られた情報をどう活用するかは高度な情報処理
能力を有する専門機関の所掌である。得られた情報をインテリジェンスまで高めるには，我が
国の場合は，例えば内閣情報調査室[16]のような専門のところで行わないと，重要な情報が捨
てられてしまうなどの安全保障上の問題となると思う。
それでは，どうやって研究テーマを立ち上げるのか疑問に思うかもしれないが，これこそ広
い視野からの判断が求められるところである。一つの判断が「暗黙の了解」である。かつて
1950 年代に東京大学生産技術研究所でロケットを開発しようとしたとき，完全にミサイル技
術であったにもかかわらず，そのときこれはミサイルではないのかという議論で開発を認めな
いということはなかった。恐らく「暗黙の了解」である。このように特に安全保障に関する研
究は，「暗黙の了解」が必要だということである。細かいところまで，これを何に使うのか根
掘り葉掘り追及する必要はない。最近では透明性が求められるあまり，全てを議論に晒すとい
う傾向がある。しかし，安全保障上の研究では危険である。予算獲得時に財務省に「こういう
ことをやります」「こういうものを開発します」と説明してからやる。だからザルで水を汲む
みたいに、情報が漏れてしまう。どんなものを開発しているのかがわかってしまうということ
である[17]。公開の場でディスカッションすべきでないことがあるということである。宇宙開
発委員会でのディスカッションにおいて，特に失敗したときの原因追求のディスカッションは
注意しないといけない。ロケット打ち上げ失敗の原因について，委員の先生の質問に答える形
で，配管の位置とか断熱カバーの厚さなどの情報を漏らすものではない。宇宙開発ではないが，
このようなことは，最近の原子力発電所の事故に伴い，原子力発電関係の資料をすべて公開に
せよという論調があるようであるが，慎重に対処すべき問題であろう。また，最近，鳥インフ
ルエンザ研究の論文の掲載が問題とされたが[18]，これもセキュリティー上から考慮されるべ
きで，何でも公開では危険である。
同じ意味で，言ってはいけないこともある。「第２位ではダメなのか」というようなことで
ある。また，安全保障に限らず，最先端の科学技術は，最先端であればあるほど，何に使うの
か見通せるものではない。本シリーズ前回で述べたヘルツの実験成功と実用との関係のように
何に使えるか直ぐには分からないものがある。安全保障に限らず科学技術に関する見通しにつ
いては慎重でなければならないということである。
研究の成果の使い道まで研究者に考えさせるべきではないというと，核兵器となった原子科
学の研究者の責任はどうなのかという問題もあるが，以上述べたことは従来過度に研究者に押
しつけてむしろ研究を圧迫してきたことの反省をすべきという主張であり，原爆のような大き
な問題は別の機会に議論するのが適当だと思われる[2]。
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■研究の「選択と集中」より「抽出と強化」を
本シリーズ前回でも述べたが，研究開発テーマの選択と集中は取るべきでない。その理由は，
選択と集中という動きの中で，要らないものを切っていくことを積み重ねると，遂には何も残
らなくなる。切っていく度にその分野の人材が失われていく。いざ必要だという時に取り返し
がつかないことになるからである[19]。前回では研究のポートフォリオという意味で選択と集
中は良くないと指摘したが，安全保障関連の研究では，何に使えるか分からないような技術の
研究開発にも，初期の段階では多額の資金を必要とするものではないので，投資をしておくこ
とが重要だという意味で，選択と集中は良くない。宇宙開発ではないが，米国コダック社が破
産申請を行った[20]。黄色い巨人と言われる会社がどこで躓（つまず）いたのかについて関係
者が一致して指摘するのが 90 年代の失敗だということで，その一つが，モトローラ出身のジ
ョージ・フィッシャー会長のもとで，「選択と集中」の原則に沿って，フィルム以外の事業を
次々と外に切り出したことによるということである。このとき将来の成長の種まで社外に流出
させることになったということである[21]。
研究開発テーマを切っていくというイメージでなく，多くの種々雑多な研究を残しつつその
中からいいものをピックアップして育てるというイメージだと研究者をディスカレッジしな
いと思う。この意味で，研究開発テーマの「抽出と強化」という表現はどうであろうか。要は
安全保障に関する研究開発において基礎研究強化への資金の流れを作ることが重要であると
いうことである。
■国による衛星通信研究は必須
宇宙基本法に「国民生活向上等に資するための衛星利用情報通信ネットワークの整備推進」
と謳われていることから，国が安全保障の分野で通信衛星を調達していくようになることを考
えると，国に研究も含めて衛星がよく分かっている人が絶対に必要であり，国が衛星通信の研
究を進めていくことが必須である。その際，研究を進めるには，特に，暗黙の了解が不可欠で
ある。例えば，衛星搭載アンテナ技術の研究において，当面は商用通信衛星に必要な大きさの
ものだけで十分かもしれないが，将来的には盗聴衛星にも発展する可能性を残すものであるの
で，図１に示したような，より大型のアンテナの研究開発をしておく必要がある。しかも，こ
のような技術は機密度が最高であるので，公表することなく国が持たなければいけない技術で
ある。また，安全保障に関わる衛星通信技術というと軍事通信ばかりでなく盗聴衛星関連技術
においても，信号処理技術が重要である。このようなことは，公的研究機関の研究課題は安全
保障関連に集中したらどうかという提案に即して極めて大切なことと考える。
◆◇情報の取得と扱い◇◆
安全保障関連では情報の秘密保持が大切であるが，何でも 100％秘密にしておいては研究の
広がりがなく投資の波及効果も期待できない。安全保障という目標達成には絶え間ない技術革
新が必要であるので[22]，常に性能の改善や次世代というものを目指していく必要がある。こ
の際，念頭に置くべきは，秘密情報の 95～98％は公開情報を再整理することによって得られ
るということである[16][23]。したがって，安全保障関連の研究といっても秘密情報ばかりに
囲まれているわけでなく，学会活動などを通じたむしろ幅広い活動をした方が優れた研究がで
きる可能性がある。
衛星の主要性能は機密扱いとするのは当然だとしても，その性能の 50～70%のものは公表
し，それでも学会トップクラスとなるものを目指すべきであろう。この際，性能値そのものの
発表というよりもその性能に達するための最適，最大，最小などの研究手法を究め，発表して
いくことが研究のレベルを上げるためにも大切であると考える。
えぴろーぐ
2012 年１月６日の報道によれば[24]，米国では財政改善のために軍事費削減を行い，同盟
国にはより一層の役割の強化を期待するとしている。従って，我が国においても防衛能力の一
層の高度化が求められていると思われるが，防衛には門外漢の筆者が思うには，この際，情報
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の取得，流通は最重要課題であり，その中心を担う軍用通信衛星の重要性は益々高まる，高め
なければならないと思う。
次回は本シリーズ最終回として，研究開発のあり方，特に 2011 年 3 月 11 日の東日本大震
災を踏まえた今後の研究開発のあり方について挑戦してみたい。
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本経済新聞(朝刊), Jan.6, 2012.
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東日本大震災における「きずな」及び「きく８号」
によるJAXA対応について
宇宙航空研究開発機構
「きずな」：中尾正博、冨井直弥、高山慎一郎、橋本剛正、堀内貴史
「きく 号 高畑博樹 池
「きく８号」：高畑博樹、池田正文、要貴史、砂川圭
文 要貴史 砂川圭
平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、岩手県
平成23年3月11日に発生した東日本大震災において
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は 岩手県
等に超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)及び技術試験衛星Ⅷ型「きく８号」(ETS-Ⅷ)の回
線を提供することにより、支援を行った。本資では、その支援状況及び利用状況について報告する。
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「きずな」(WINDS)
「きずな」
(WINDS)で支援した釜石市の被害状況
で支援した釜石市の被害状況
臨時市役所＠シーサイドプラザ

道路のがれきが除去
されているのみ

対策本部＠合同庁舎

釜石市

津波被害

「きずな」の地球局を設置した
合同庁舎(対策本部)周辺には
大きな被害はなかった

まだ、船も撤去され
ていなかった
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2

「きずな」（WINDS)
「きずな」（
WINDS)の
の岩手県
岩手県支援
支援
□ 目的
・ハイビジョンテレビ会議による情報共有
ハイビジョンテレビ会議による情報共有
・インターネットによる安否情報確認等

□ 取り組み状況
３月１６日
３月１８日
３月１９日
３月２０日以降
３月２４日
４月２４日

文部科学省経由で岩手県から支援要請
県災害対策本部(盛岡） ：機材搬送、アンテナ設置
：機材搬送 アンテナ設置
現地対策本部（釜石）でのアンテナ設置、２地点間で接続確認完了
「きずな」利用開始
現地対策本部（大船渡）でのアンテナ設置、３地点間で接続確認完了
「きずな」利用終了

□ 「きずな」による災害時の通信
岩手県災害対策本部の指揮管理下で「きずな」回線利用
「きずな」の運用形態は、「災害等特別運用」として実施。

□ 利用形態・成果
利用形態 成果
＜テレビ会議＞
・県災害対策本部と現地対策本部（釜石）間での情報共有（3/25以降毎日：災害対策本部主催の連絡調整会議）
・現地対策本部の釜石と大船渡間での情報共有（釜石の局長と大船渡の副局長間での利用）
＜インタ ネ ト＞
＜インターネット＞
・住民による安否情報確認・発信
・自治体派遣の医療チームや海上保安庁による関係者との情報共有や地図情報確認
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3

岩手県でのWINDS
岩手県での
WINDS利用
利用
・ハイビジョンテレビ会議による情報共有
・IP電話による情報共有
・安否情報発信 等

インターネット

筑波宇宙センター
○二戸市

ハイビジョン
テレビ会議

◎盛岡市

○久慈市

ハイビジョン
テレビ会議

IP電話

○宮古市

釜石市：現地対策本部
岩手県沿岸広域振興局

○花巻市

IP電話
県災害対策本部
岩手県庁

○釜石市
○奥州市

○大船渡市

インターネットによる
安否情報確認・発信

○一関市

ハイビジョン
テレビ会議

大船渡市：現地対策本部
岩手県県沿岸広域振興局

IP電話
4
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インターネットによる
安否情報確認・発信

「きずな」ユーザ地球局設置状況
「きずな」
ユーザ地球局設置状況

岩手県庁に設置された可搬型VSAT
の外観写真（アンテナ径1.0m）

現地対策本部（釜石）に設置された可搬型
現地対策本部（大船渡）に設置された
USATの外観写真（アンテナ径45cm）
可搬型VSATの外観写真（アンテナ径1.0m）

ユーザ地球局
ユーザ地球局

ユーザ地球局
12階

4階

4階

岩手県庁

釜石

大船渡
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「きずな
きずな」通信回線
」通信回線の
の利用
テレビ会議利用

１．災害対策本部利用

☆現地本部との情報共有に時間を要す
−現地本部への回付資料も多い
現地本部 の回付資料も多い
−優先度付け作業が困難
●現地本部職員がTV会議越しでの参加で、
即情報共有できるなど課題解決

岩手県災害対策本部と釜石の現地対策本部間でのテレビ会議
（左側：県庁、右側：釜石）

２．派遣チーム利用

★コメント
岩手県庁 「もっと早く知っていれば早く要望した」
岩手県庁：「もっと早く知っていれば早く要望した」
DMAT医師：「事前に存在を知っていれば、機材・要
員輸送に自衛隊を派遣していた」
インターネット利用
☆派遣地情報や派遣元の機関との情報共有
●被災地での中央官庁や他県派遣チームが、
地図情報や道路状況など確認
●情報共有や情報発信利用

自治体派遣要員の利用

海上保安庁派遣要員の利用
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「きずな」通信回線の利用
「きずな」通信回線の
利用
３．被災地住民利用
インタ ネット利用
インターネット利用

大船渡

〜2週間：安否確認、避難所情報、避難者検索、ニュース情報、生活関連
〜４週間：生活関連（り災証明、保険契約確認、電気、電話、ガス等解約、仮設住宅
情報、中古車情報、病院 学校情報、求人情報な ）
情報、中古車情報、病院・学校情報、求人情報など）

釜石

避難者名簿は、最新版をネット上で検索可

インターネット利用人数推移
(PCは50%以上の占有率)

避難者名簿は、名前探しに苦労。情報更新も遅い
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WINDSの災害対応から得られた知見、今後の取組について
WINDSの災害対応から得られた知見、今後の取組について
１ 災害対応から得られた知見
今回の対応で、これまで実施してきた災害通信実験が、実際の災害対策に利用出来ることを確認
提供したアプリケーションで最も有効だったのは以下の通り。
–
–
–

岩手県災害対策本部（盛岡県庁）においては、現地災害対策本部間とのTV会議
災害対策本部に派遣される他の機関の要員のためのインターネット接続
釜石や大船渡の現地災害対策本部（沿岸広域振興局）では 住民共用スペ スでのインタ ネ ト接続
釜石や大船渡の現地災害対策本部（沿岸広域振興局）では、住民共用スペースでのインターネット接続

２ 災害対応で得られた課題
–
–
–
–

地球局の小型化、端末の操作性・容易性の向上が望ましい
地球局
小型化 端末 操作性 容易性 向上が望まし
停電時の通信不可回避のための無停電装置や少電力仕様地球局
無線従事者の取り扱い(地球局設備に張り付く必要性)
認知不足（県庁職員や派遣職員コメント)

３ 今後の対応
–
–
–

災害関連府省や自治体への利用促進
協定など契約締結機関との訓練実施
今後災害対応要請があれば、その時の要員と機材の体制で可能な範囲で対応
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「きく８号」((ETS「きく８号」
ETS-Ⅷ)の目的と概要
• 多様なミッションに対応可能な世界最高水準の３トン級静
止衛星バス技術

衛星構体

大型展開
アンテナ
(19m×17m)

• 世界最大・最先端の大型展開アンテナ技術
• 携帯端末による移動体衛星通信システム技術、並びに画
像や高品質な音声の伝送を可能とする移動体衛星デジ
タルマルチメディア同報通信システム技術
• 衛星測位システムの高度化をめざした基盤技術

40m

主要諸元
打上げ

2006年12月18日

打上げロケ ト
打上げロケット

H IIA
H-IIA

設計寿命

10年（衛星バス）
3年（ミッション機器）

軌道

静止軌道（東経145.8度）

質量

約3,000kg（軌道上初期）

発生電力

7 500W以上（3年後夏至）
7,500W以上（3年後夏至）

40m

204
衛星測位用
アンテナ

システムプロトフライトモデル
@筑波宇宙センタ
@筑波宇宙センター
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「きく
きく８
８号」(
号」(ETSETS-Ⅷ)の目的と
目的と概要（利用イメージ
概要（利用イメージ）
）
超小型携帯通信端末





基地局

きく8号

手のひらサイズ
携帯電話並みの送信電力
GPS内臓
伝送速度：50〜400 bps

インターネット
イントラネット等
等

山岳用

救助本部システム

遭難信号（発信）

被災状況用

GPS情報（発信）
救助文（受信）

被災データ（発信）

海洋データ収集

GPS情報（発信）

海洋データ（発信）

指示データ（受信）

GPS情報（発信）

被災対策本部システム
データ収集/解析システム

通信実験用端末（ポータブル端末）






アタッシュケースサイズ
アンテナ内蔵
伝送速度：64 kbps〜1.5 Mbps
TCP/IPインタフェース
利用実験でも使用

きく8号
HUB

PC

10
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HUB
PC

ETSETS
-Ⅷの岩手県及び宮城県支援
□ 目的
•インターネット接続による情報収集
•IP電話による情報共有
□ 取り組み状況
大船渡市
•3月24日〜4月10日まで、インターネット情報及びIP電話を提供した。
大槌町
・4月4日〜4月21日まで、インターネット情報を提供した。
女川町
・4月26日〜5月13日まで、インターネット情報を提供した。
□ 「きく8号」による災害時の通信、利用形態・成果
きく8号」による災害時の通信、利用形態 成果
•大船渡市役所によるインターネットによる関係機関との連絡・情報収集等、市役所の指揮管理下で通信回線を提供した。
•大槌町では、避難されている方のインターネットによる情報収集（避難名簿確認、生活情報等）に使用、また、公的機関の方の情
報収集にも活用いただいた。
•女川町では、大槌町と同様に避難されている方のインターネットによる情報収集に使用していただいた。
支援場所

支援期間

利用用途

支援開始時の状況

1 岩手県大船渡市

災害対策本部

3/24-4/10
(18日間)

災害対策本部の情報収集

衛星携帯3台、防災無線、警
察 消防の業務用無線のみ
察・消防の業務用無線のみ

2 岩手県大槌町

中央公民館(避難所)

4/4-4/21
(17日間)

被災者向け情報収集用

NTT臨時衛星電話開設

3 宮城県女川町

高白浜地区避難所

4/26-5/13
(18日間)

被災者向け情報収集用

固定回線未復旧
携帯は繋がりにくい
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きく8
きく
8号（
号（ETS
ETS-Ⅷ）による災害対策支援概要
インターネット
きく8号（ETS-Ⅷ）

筑波宇宙センター

○二戸市

○盛岡市

きく8号（ ETS-8）端末

インターネット回線

○花巻市

インタ ネ ト回線
インターネット回線

きく8号（ ETS-8）端末
ETS 8）端末

○釜石市

◎大船渡市

IP電話

Space Japan Review, No. 77, December 2011 / January 2012

大槌町
中央公民館

・避難所におけるインターネット回線の提供
避難所におけるインタ ネ ト回線の提供
・ IP電話回線の提供
・通信回線速度 768Kbps

大船渡市役所
大船渡市役所（防災対策本部）における
・大船渡市役所（防災対策本部）における
各種情報収集。
・ 大船渡市役所へのIP電話回線の提供
・通信回線速度 768Kbps

IP電話

◎大槌町

12

きく8
きく
8号（
号（ETS
ETS-Ⅷ）による災害対策支援概要
きく8号（ETS-Ⅷ）

インターネット

筑波宇宙センター
○気仙沼
○栗原

○女川町
仙台市○

きく8号（ ETS-8）端末
ETS 8）端末

ノートＰＣ

○名取
○白石

女川町高白浜
の避難所
・避難所の方へのインターネット回線の提供
・通信回線速度 768Kbps
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災害時の
災害時
の実際
実際の
の利用状況(ETS
利用状況(ETS-Ⅷ)
１．災害対策本部利用（岩手県大船渡市役所）

大船渡市役所に設置した
可搬型アンテナ（径90cmφ）

大船渡市役所に設置した
PCとインターネット電話
PCとインタ
ネット電話

インターネットから情報を
収集する市職員

4/7最大余震後の回線使用状況
（全停電、携帯電話不通時）

○大船渡市・災害対策本部（3/24−4/10）
用途：インターネット、IP電話利用（災害対策本部用）
☆災害対策本部では衛星携帯電話３回線、その他防災無線のみ。携帯電話は臨時基地局により復旧していたが輻
☆災害対策本部では衛星携帯電話３回線
その他防災無線のみ 携帯電話は臨時基地局により復旧していたが輻
輳気味。携帯電話は繋がるが災害対策本部としての情報収集・情報発信手段がなく、インターネット回線と固定電
話回線が必要な状況。
利用状況（支援開始直後 聞
り）
☆主な利用状況（支援開始直後の聞き取り）
・気象庁情報の収集、国土地理院の航空写真による情報収集、各種法令検索（災害に関するもの）
・津波シミュレーション情報（既存）の収集
⇒上記を基にした防災マップと今回の津波の影響比較など
・ニュース閲覧、メール利用等
☆4/7の最大余震後の停電時（携帯電話も不通）も回線提供を実施。
14
Space Japan Review, No. 77, December 2011 / January 2012

災害時の実際の利用状況（ETS
災害時の実際の利用状況（
ETS-Ⅷ)
２．被災地住民利用
○大槌町（4/4−4/21）
用途：インターネット利用
利用状況：生存安否確認、避難所情報、避難者検索、
ニュース閲覧、震災状況、り災証明、保険契
約確認、電気、電話、ガス等解約等

岩手県大槌町中央公民館
民
○女川町（4/26−5/12）
用途：インターネット利用
利用状況：生存安否確認、避難者検索、震災状況、
生活関連（衣類、家具等通信販売）、
電気、電話、ガス等解約、携帯電話契約、
仮設住宅情報、中古車・船舶情報、

宮城県女川町高白浜地区避難所

病院・学校情報、求人情報、津波動画閲覧等

15
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ETS‐
ETS‐VIIIの災害対応から得られた知見、今後の取組について
VIIIの災害対応から得られた知見、今後の取組について
１ 災害対応から得られた知見
•
•

ETS-Ⅷ通信システムが東日本大震災の支援として充分に機能し、活用出来ることを確認し
通信シ テ
東 本大震災 支援
充分 機能 、活用出来る
を確認
た。
被災地の一番のニーズはインターネット接続と電話であり、それを提供した。
（市役所で日常使っていたPC等の機器が、普段通り使えることが有効であり、映像伝送等、
特別なアプリケーションは必要としていない。）

２ 災害対応で得られた課題
•
•
•

通信端末のさらなる小型化、端末の操作性・容易性の向上が必要である。
停電時でも通信確保のため無停電装置や少電力使用の端末
無線従事者 取り扱 (端末 張り付く必要性)
無線従事者の取り扱い(端末に張り付く必要性)

３．今後の取り組み
•

今後災害対応要請があれば その時の要員と機材で可能な範囲で対応
今後災害対応要請があれば、その時の要員と機材で可能な範囲で対応。
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両衛星共通に
両衛星共通
に得られた知見、今後
られた知見、今後の
の取組
取組について
について
１ 準備段階
○輸送手段の確保
–
–
–
–

JAXAでの輸送業者の確保
緊急通行車両許可証発行
宿、現地移動手段等の確保→岩手県災害対策本部で手配
災害対応手順等の明確化が必要（ETS‐Ⅷ記）

○要員派遣
– 無線従事者免許が必要であることから各拠点に１名以上配置が必要
– 無線従事者免許を持っていても機材の扱いに慣れた要員が必要
→JAXA内で担当部署以外へ依頼し無線従事者確保。また、業者へ支援依頼。

２ 課題と今後の対応
‒ 発災時、即、出動できるための輸送手段確保
→指定防災機関との連携、輸送業者との契約
‒ 要員派遣
→免許不要局、１度設置したら無人運用可能（設置に多少の時間を要しても良い）
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まとめ

・ETS-Ⅷ、WINDSとも課題はあったものの、災害時の有効性が確認された
ETS Ⅷ、WINDSとも課題はあったものの、災害時の有効性が確認された
・今後も、災害発生時は可能な範囲で支援する
・今回得た知見が将来の通信衛星に反映されることを望む

最後に、このたびの東日本大震災の被災者の方々に、謹んで心よりのお見
最後に
このたびの東日本大震災の被災者の方々に 謹んで心よりのお見
舞いを申し上げますとともに、被災地の皆様の安全と、一日も早い復旧・復興
をお祈り申し上げます。

18
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CAPITAL PRODUCTS & REVIEW

NICT光通信機器SOTA
情報通信研究機構

高山佳久

最

近、将来の衛星通信ネット
ワークにおける大容量デー
タ伝送を行う技術として宇
宙光通信の研究開発が注目を集め
ています。また衛星の利用において
は、小型の衛星への関心が高まり、
その応用について多くの検討が進ん
でいるようです。衛星に搭載する装置
も発展し、例えば、小型衛星による高
精細な撮像などが挙げられます。一
方、小型衛星の場合、衛星へ搭載す
る通信機能に許容される重さ，大き
さ，使用電力などの配分量から、取
得データの伝送容量に制限が生じま
す。このため小さく軽量でデータ伝送
を大容量化できる通信機能への期待
が高まっていると考えています。

図 1 SOTA の Bread Board Model (BBM)光学部．（FPM は Fine
Pointing Mechanism, EL は Elevation, Az は Azimuth を表す）

現在，開発を進めているSmall Optical Transponder (SOTA)は，小型衛星へ搭載できるよう小さくデザイ
ンされた光通信装置です。以下では，このSOTAについて紹介します[1]．
SOTAのBreadboard Model（BBM）を図1に示します。SOTAの構成は、光学部と電気回路部とに大別さ
れ、同図はその光学部です。送信光源を四つ(Tx1～Tx4)搭載し、捕捉と追尾のためにそれぞれ光検出器
を備えています。よって光学部は、六つの開口を有しています。SOTA BBMの主な仕様を表1に示します。
小型の衛星に搭載するため、質量および電力を抑え、その一方で、従来の小型衛星が有する通信速度と
比べて高速なデータ伝送を提供できる仕様としています。

表 1 SOTA BBM の主な仕様
Mass

5.3 kg(including both the optical part
and the electric part)

Power

22.8 Watt
Az: >±10deg,

Gimbal angular range

El: >±10deg

Link range

1000km

Wavelength

TX 1: 975nm
TX 2 & 3 : 800nm-band
TX 4 : 1550nm
RX: 1064nm

Data Rate
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10Mbps

1

図2はSOTAのEngineering Model (EM)の光学部です。Azimuth
軸とElevation軸による二軸ジンバル機構を備え、駆動範囲が
BBMと比べて大幅に広がりました。
また図3には、もう一段階検討が進んだSOTAのProto-flight
Model (PFM)を示します。同図(a)は光学部、同図(b)は電気回路
部です。表2には、SOTA-PFMの主な仕様を示します。光学部を
構成する各開口は、より詳細な回線検討の結果、それぞれの機
能に適当な大きさに変更されました。特に中央に見える大きな開
口のTx4は、BBMおよびEMで採用していた透過型光学系から、
反射型光学系へ変更しました。この内部光学系には、SOTAが受
けた光の到来方向を高精度に検出し追尾する精追尾機構が組
み込まれています。また，これまでのデザインでは捕捉と追尾を
行うための光検出器をそれぞれ備えていましたが、一つの光検
出器で捕捉追尾が実現できるようになり、開口の数は五つに減っ
ています。
図 2 SOTA の Engineering Model (EM)光学部

図 3 SOTA Proto-flight Model (PFM). (a)光学部（左）および(b)電気回路部（右）．
表 2 SOTA PFM の主な仕様
Mass

6.2 kg (including both the optical part and the electric part)
Tx1

Tx1+Rx

Tx2,3,4

Tx2,3,4+Rx

28.1W

39.5W

32.5W

37.3W

Power
Gimbal angular range

Az: >±50deg, El: -22deg~+78deg

Link range

1000km

Wavelength

Tx1: 976nm
Tx2 and Tx3 : 800nm-band
Tx4 : 1550nm
Rx: 1064nm
Acquisition/Tracking: 1064nm and 1550nm

Data Rate

1Mbps or 10Mbps (selectable)
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図 4 捕捉追尾の手順
図4には、衛星と地上との間で行う通信実験について、その開始に伴う捕捉追尾の手順を示しています。
現在の想定では、衛星および光地上局はそれぞれ，時刻や軌道情報に基づき，通信相手をオープンポイン
ティングして初期捕捉の作業を始めます。衛星側は、光地上局方向へSOTAの光学部開口を向けると共
に、レーザ光を照射します。光地上局は衛星へのオープンポインティングを続け、望遠鏡の仰角が周囲の
樹木や建物など光地上局の設置環境が制限する角度を超えた後にビーコン光を照射します。衛星側は、
地上局からのビーコン光を検出すると、光の到来方向に基づきレーザ光の射出方向を調整します。光学部
全体の指向方向の調整は二軸のジンバル機構を駆動し、Tx4の内部では精追尾機構による高精度な追尾
が行われます。その結果，衛星と地上局の両方が、互いが照射した光を追尾できるようになります。文献
[2]には計画する光通信実験の項目が紹介されています。これらは、図4に示す捕捉追尾が完了した後に実
行されることになります。■
[1] Yoshihisa Takayama, Morio Toyoshima, Yoshisada Koyama, Hideki Takenaka, Maki Akioka, Koichi
Shiratama, Ichiro Mase, Osamu Kawamoto, "Current development status of Small Optical TrAnsponder
(SOTA) for satellite-ground laser communications", Proc. SPIE 8246, 824607, 2012.
[2] Hideki Takenaka, Morio Toyoshima, Yoshihisa Takayama, Yoshisada Koyama, Maki Akioka,
“Experiment plan for a small optical transponder onboard a 50 kg-class small satellite” , Proc. IEEE ICSOS 2011, pp. 113-116, 2011.
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FROM AEROSPACE AMERICA

宇宙プログラムでリスク解析は役に立つのか
フレッド・G・ケネディ大佐
ケネディ大佐はジョージア州ロビンス空軍基地・ウォーナー・ロビンス空軍ロジスティクス・センター
Aerospace Sustainment Directorate ・C2ISR 部門の上級マテリアル・リーダーである。ここに述べ
られた見解は著者個人のものであり、必ずしも統合参謀本部、米空軍、国防総省の見解を代表したもの
ではない。

我々宇宙業界では、ミッションの失敗や喪失への恐れが「風土病」のように強くなっており、その
せいで宇宙プログラムはしばしば大幅に遅れたり、深刻な予算超過になったり、キャンセルされた
りする。損失や故障の可能性は宇宙につきものだと認識することが、このサイクルを打ち壊す唯一
の方法である。
（翻訳担当：編集特別顧問 植田剛夫）
by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. This article was translated
with the permission of Aerospace America. The original article was published in Aerospace America,
November 2011, pp.29-34, Col. Fred G. Kennedy, “Space and risk analysis paralysis”.

Copyright○c 2011

2010 年 11 月に国防副長官は、空軍の宇宙関連の責任者を議長とし、国防総省の統括
する多数の宇宙関連業務について中心的立場で調整をはかることを任務とした、国防
宇宙会議の設立を承認した。
なぜこの新機関が必要だったのか？我々上級管理層から見ると、米国の安全保障宇宙
業界は、その権威が全く散逸し、長期計画や優先順位づけを集中的に策定する能力を
失っており、組織力の向上のために何ら有効な強化メカニズムを持てなくなってしま
っている。責任を持つ人間が誰もいないのだ。
自身の状況について空軍は認識しているようだ。空軍の本部機能の監査を行った後で
軍は、宇宙分野での責任は５つの別の組織に分割されてしまっており、しかもそれぞ
れ別の次官に所属していると結論した。空軍がこの監査に選んだある人物は、現在の
組織を「混乱状態」と評した。
この分割状態に対応するために軍は組織再編を行ない、宇宙での調達業務は
SAF/AQ(調達担当の長官代理)の下におかれた。
この組織変更は、宇宙の調達部門が 1990 年代中にわたって同じ SAF/AQ におかれて
いた事実を思い出しさえしなければ、適正な変更といえるかもしれない。この部門は
2001 年頃の我々の宇宙事業がまさに「断片的」であったために、AQ から引き離され
て次官の下におかれたものだ。我々の宇宙事業を悩ませるものは何であれ、我々が力
を合わせて努力するように強制するのだが、やってみてもできそうもないのだ。
それでは我々は全く見当違いの非難をしているのだろうか？宇宙プロジェクトが断片
化したり、多数の組織間で責任体制が曖昧化しているのは事実かもしれぬが、必ずし
も組織全体の問題にはなっていないのだろう。空軍のプラットフォームについては、
どの機能も、空軍エクゼクテイブエイジェントの助力なしで、ちゃんと調達、運用、
維持ができているのだから。
しかし宇宙については違う。宇宙部門では何が悪いのか全く発言することなく、国防
総省内部の上級幹部たちは、自分たちが一体になって努力しさえすれば（国防総省内
部、または国防総省と情報機関の間、あるいは米国政府内のすべての関連部局間で）、
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「問題」は一掃される、と度々発言してきた。
これは実際問題正しいのかもしれない。しかし「なんだと？我々に問題があるって言
うのか！」と単純に言ってしまうより、ちょっとでも分析してみる方が価値があるの
ではなかろうか。宇宙プロジェクトのマネジメントにおいて、組織と人間関係が正し
いと確認するために順序立てて考えてみようということは、現在の構造が正しくない
と薄々気づいていることを意味する。何によって我々はそれを信じるようになるのか。
我々が解決しようとしている問題は、正確には何であるのか。
そして我々はその問題をはっきりさせることを何故恐れるのか？

問題は何か
もっとも見え透いた事象を二つ取り上げ、我々が答えを出せるのか見てみよう。
衛星の製造には長大な（我々が妥当と考えたよりもずっと長い）期間がかかる。
実例はいくらでもある。これを書いている現在、
Space Based Infrared System（SBIRS：宇宙ベ
ース赤外システム）プログラムは開始から 15 年
目にあり、ごく最近 1 号機を静止軌道に打ち上
げたばかりである。
SBIRS は当初 1999 年から 2004 年にかけて打ち
上げを行う計画だった。我々の経験した 10 年に
もおよぶ遅滞は、ミサイル早期警戒システムに
重大な懸念を生じつつある。これは長年使って
いる一連の早期警戒衛星衛星（DSP）が劣化し
ているのに、後継衛星が益々手の届かぬ方へ回
れ右して行ってしまうためである。
National
Polar-orbiting
Operational
Environmental Satellite System(NPOESS:極軌
道実用環境観測衛星システム)プログラムは、国
防総省、NOAA,NASA の共同プログラムで、2002
年にノースロップ・グラマン社に発注、リスク
減のための実証衛星を 2006 年に、NPOESS 衛
星初号機を 2009 年に打ち上げの計画だった。
昨年ホワイトハウスが NPOESS の「分割」
（プ
ログラムのリストラによって、NOAA/NASA が
開始以来 15 年で 1 機打ち上げたのみの SBIRS
一つのプログラムを実行し、国防総省がもう一
つ別のプログラムを実行）を果たすまでに、実
証機は 5 年遅れて 2011 年となり、初号機は 2014 年までは完成を見ないこととなって
しまった。我々は非公式にではあるが、プログラムを完全にやめて後日再開すると、
衛星製造と打ち上げに 11 年かかるとの説明を受けた。これはアポロ計画より長い期間
なのに、我々は LEO 迄しか到達せず、人間の一人も送るわけではないのだ！
海軍の Mobile User Objective System と空軍の Advanced EHF（一つ前のプログラムで
あるミルスターも）、さらに NRO(National Reconnaissance Office)の Future
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開発遅延の好例である AEHF 衛星システム

Imagery Architecture はいずれも似たようなストーリーを有し、開発遅延はどの機関の
プロジェクトにも等しく起こる災難だということを実証して見せたに過ぎない。
もし誰かが、予定通りの時期に軌道投入を行う能力の秘法を持っているとしたら、彼
らはそれを出し惜しみして人に与えないようにしているのだろう。
宇宙プログラムは金がかかりすぎる（想像を絶する金食い虫）。
明らかに、完成に 5 年かかるという予定のプログラムが 10 年かかったら、コストが少
なく済む筈がない。しかし私は、コストとスケジュールの両方を支配する共通のファ
クタがあり、コストを支配するのは単なるスケジュール遅れなどではなく、何かもっ
と悪質なものがあるとの意見を持つている。
もう一度 SBIRS に戻ろう。なぜならこのプログラムが明確にポイントを示してくれる
からだ。
SBIRS は 1996 年に、5 機の衛星について 41 億ドルの予算見積にて開始された。空軍
は最近下院に対し、見積は改訂され 151 億ドルに上昇したと通告した。理由の一つと
して空軍は、衛星を 1 機追加して、今では 6 機を買うのだと説明した。しかし 1 機あ
たりの価格を単純計算すると 15 年ほどの間に、1 機あたりただでさえ高価な 8.2 億ド
ルから、信じられない 25 億ドルに跳ね上がっているのだ。
そして NPOESS はどうだろう。2002 年には国防総省、NASA,NOAA が 6 機の衛星を
買うのに 61 億ドルとされていた。ところが 2009 年末には、衛星の数が 4 機に減った
のに、コストは 110 億ドルになった。
いかなる組織や機関も例外ではない。私自身の DARPA での宇宙プログラムも、結果
として軌道上で成功を収めたものの、ほぼ 7 年間の期間にわたって大幅なコスト増が
あった。どの位かって？私は最近、メーカの当初の見積からプログラムの最終コスト
を予測するには、パイ（3.14）をかけることにしている。
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「宇宙プログラムは普通とは違うんだ」とのご意見
たしかに宇宙プログラムは複雑な代物だ。我々のシステムは信じられぬほど過酷で容
赦のない環境下で、長期間にわたって、修理も更新もなしで作動せねばならない。我々
はもはや、宇宙のわかる技術者や設備などなくてはならぬ「産業基盤」を適正に保有
していない。さらに悪いことに、我々の要求基準（あるいは調達基準、運用基準など）
は完全に役立たずになっている。
そして、誰が宇宙は複雑でなければならぬと言ったのか？代表的な衛星に搭載され作
動しているのは、推進系と姿勢制御のアクチュエータ（コントロールモーメンタムジ
ャイロ、モーメンタムホイール、磁気トルカ）を除いては、センサとエレクトロニク
スである。我々は長い間、大きなガラスの塊を研磨したり軽量化したりしてきている
し、この地球上のすべてのディジタルカメラには、センサのデータを収集、ディジタ
ル化、貯蔵、送信できる技術が含まれているのだ。
どんな種類の回路でも設計し使うことのできる電気技術者はいくらでもいるし、米国
でも世界中でもソフトウエア技術者の不足などはない。
宇宙環境はどうだろうか。正直のところ、太陽活動とか、地球上ではスペースチャン
バの外ではほとんど経験することのない異常な熱的現象に対策を取らねばならないに
しても、正直のところ宇宙環境は実際にはとても優しいものなのだ。

機数が減っても価格が上がり続ける NPOESS 衛星

それでは法外な費用が何故必要なのか？ なぜ無限に、どう見ても避けがたい遅れが
生ずるのか？
答えは簡単。リスクを滅茶滅茶怖がるからだ。
もっと詳しくいうと、これは、宇宙業界のあらゆる局面に影響を与えるコストやスケ
ジュール見積にあたって、もっとも安全サイドの予測をも超えた範囲でしか影響しな
いような、もっとも起こりそうもない僅かなリスクすら受け入れられないという、こ
の業界特有の根深い体質なのである。そして、この体質は自己増殖する。
これが SBIRS の総コストを３倍に、NPOESS の総コストを２倍に、Advanced EHF
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の１機あたりコストを３倍にし、製造スケジュールに今や 10 年近くの遅れをもたらし
た元凶であり、真の問題なのである。病的なまでのリスク回避主義、すなわちシステ
ムはいくら金がかかろうともちゃんと動かねばならぬとの信念が、衛星を打ち上げる
前にコンポーネント、サブシステム、システム試験という、うんざりするほど過酷な
シーケンスの実行に駆り立てるのである。
音響試験（打ち上げ直後の機械環境を模擬）、質量特性試験（精密に衛星の姿勢制御が
できるように慣性モーメントを正確に決定）、モーダルサーベイ、振動試験、熱バラン
スおよび熱真空試験、フライトソフトウエアのドライラン、クリーンラン、認定試験、
受入試験、そして地上システム総合試験があって打ち上げ、さらに衛星軌道上試験と、
我々の何十億ドルもの投資が軌道上のゴミにならぬよう、繰り返し繰り返し繰り返し
試験が行われる。
AEHF や SBIRS のような大型衛星では、最終のシステムレベル試験だけでも 18 ヶ月
あるいはそれ以上もかかり、これらのプログラムでは、ひとたび衛星の組み立てを開
始しシステム試験準備の段階では、1,000 人から 1,500 人もの契約業者のスタッフが投
入される。控えめに契約者の人工費を 25 万ドル/年とすると、ただ１機の衛星を試験す
るのに、1,500 人で 5 億ドル以上もかけていることになる。
我々を、この強迫感にとらわれ悩ましい調達方式へと導いてきたイベントシーケンス
はよく知られたものだ。これは業界のすべての部分にあてはまるものだが、少数の大
型プラットフォーム衛星を難しい軌道に打ち上げるようなミッションの場合に著しい
のである。

1950 年代の MiDAS プログラムの一部である赤外センサ警報システム

宇宙ベースのミサイル警戒システムなどへの要求事項は、それが我々の保有している
技術的能力の範囲内（あるいは「ほぼ範囲内」）で実行可能かどうか、という認識を確
かめつつ作成される。
このプログラムの場合、技術的能力はミサイルプルームの赤外センサによる検出であ
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り、これをもとにした要求が、弾道ミサイルの早期警戒システムを、宇宙に配備した
センサによって補うことにより、ソ連のミサイル発射に対しての我々の警戒時間を延
長できるようにしようという 1955 年の空軍の決定だった。
その結果、8～12 機の極軌道コンステレーションである MiDAS（missile defense alarm
system）が作られた。12 回の打ち上げ（それに 3 回の打ち上げ失敗）の後空軍は、軌
道上からのミサイル検出は可能であり有用であると決定づけた。
最初の９機の MiDAS 衛星は 1960 年 2 月と 1963 年 7 月の間の 3.5 年間に打ち上げら
れたことにご注意頂きたい。当初のプログラムプランは Advanced Research Projects
Agency(ARPA:現在の DARPA の前身)によって 1959 年 2 月に提出されたもので、9 機
の衛星、4 年間での開発、プログラム開始から最初の打ち上げまで 1 年という計画だっ
た。

9 機目の DSP 衛星はプログラム開始から 11 年後に打ち上げられた

MiDAS はそのまま Defense Support Program(DSP)に発展した。空軍は、計画された 3
機の衛星コンステレーションの最初の DSP 衛星を、1970 年に静止軌道に打ち上げた。
最終号機である DSP23 の打ち上げは 2007 年 11 月だった。
この間に DSP 衛星の重量は 2 倍に、消費電力はほぼ 3 倍になった。時には打ち上げ失
敗が起こるので、我々の射場安全要求は段々に厳しいものとなり、どの打ち上げロケ
ットもいかなるコストでもちゃんと作動せねばならぬことを明確化することで、
ETR,WTR 双方の官僚主義者たちの望む「産業ベース」を確立させた文書”EWR127-1”
の発行に至ったのである。
我々は正当な所有者以外が我々の衛星に指令を送れぬように、無線通信に暗号要求
を採用し、フォート・ミードにもう一つの産業ベースを誕生させた。我々はさらに、
現在では各企業が自分で保有する、ミッションの成功を保証する役割の、少なからぬ
人数の陸軍スタッフを増員し、我々の衛星を製造する技術者・技能者の監督者をさら
に監督する役割の「独立の検証・確認」の役割を果たさせるために、現在 3,700 名の
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陣容である”Aerospace Corporation”を設立した。我々はプログラムのコスト、スケジ
ュール管理のために厳しい標準を設定し、契約者が我々の衛星を製造する際には、彼
等が社内で検証ずみで承認済みの管理システムを用いるように要求した。
9 機目の DSP 衛星はプログラム開始から 11 年後に打ちあがった。
それに対し 9 機目の SBIRS 衛星は、我々が予算を確保できたと仮定しても、少なくと
も 2020 年半ばより前には打ちあがりそうもない。2020 年というのはプログラム開始
の 30 年後である。これは全くのところ、一世代後の連中が生まれ、知識を身につけ、
宇宙などというものは考えるだけでも欲求不満になる職業選択だな、と決心するに十
分な長さの時間ではないか。
「我々をコスト、スケジュール面で崖っぷちへ追いつめるのは、単なる失敗に対する
恐怖ではなく、もっと優れた性能を持たせたいという我々の持つ飽くことなき欲望で
ある」と主張する向きもあるだろう。しかしながら殆どの場合、我々が機器パネルの
ハニカム表皮に取り付けるハードウエアは、最新の技術から数世代遅れてしまってい
る。我々は、うわべ上は「宇宙認定」するために何度も何度も試験し十分な統計デー
タを確立していると称する、何年も前のゲートアレイやメモリやプロセッサを使って
いるのである。
ロケットエンジンはどうかって？技術そのものは 60 年前の設計で、基本的には何も変
わっていない。性能が向上しているのか、単にコスト、スケジュールが増えただけな
のかの判断は難しい。なぜなら多くの場合最新レベルの技術にも取り残されてしまっ
ているからだ。
我々が今日もし MiDAS の要求文書を復活させ、その文書に基づいて衛星を設計、製造、
打ち上げると計画したとしたら、業界の誰かが 12 か月で打ち上げ可能な計画をあえて
提出するだろうか？勿論そんなことはありえない。我々は、通常のシステムテスト実
施だけで 12 か月、打ち上げ作業やチェックアウトでさらに 90～120 日追加が必要と
の状況を認識することとなろう。しかも今なら最新のセンサやバスコンポーネント、
解析・設計ツールが、すぐに使える状態で揃っているという、1959 年に我々の先人達
が直面した状況とは大違いなのに。
リスクを嫌悪することは、のろのろしたプロセスを生むことになる。
まず、過去の不具合の解析による、もっと試験を、もっとチェックを、もっと文書の
整備を、もっと監督をしていれば、この不具合は起こらずに済んだかもしれぬという、
誰も逆らえないロジックから始まる。そして追加の人員が投入され、追加の標準や指
示書が発行され、増強された試験計画が実施され、うまくいったと見えたときには、
全員が安堵の溜息をもらすのである。これは次の不具合が起こるまでの話で、不具合
が起こると新たなサイクルが始まるというわけだ。
この悪循環はさらに次の病的な戦略を生むことになる。
今や１回の打ち上げは高価であり、プログラム同士が提携して、効率化やコスト抑制
の名のもとに、複数のペイロードの要求事項やペイロードの親元の組織をうまくまと
められないかと、１機の衛星に相乗りする機会がいくつも生じている。
しかしながら、この「１個のバスケットに複数の卵」アプローチは、すべての運命が
その一つの打ち上げにかかってしまうことを、相乗りの機関がすぐに悟ってしまうの
で、結局、監督、試験、提出文書を増加させる要求の強化だけになってしまう。さら
にこのような相乗りペイロードのケースは、要求事項が両立せず（相互に相反する場

Space Japan Review, No.77, December2011 / January 2012
7

合もある）、設計に妥協を強要し、
（NPOESS の場合のように）何十億ドルもの金を使
った後にプログラム中止やリストラに追い込まれることすらあるのだ。
我々は半世紀以上にわたって、我々の先人たちのもっていた「試行錯誤」
「失敗したら
また挑戦」という思考から遠ざかってきた。リスクを嫌悪することが我々の精神を強
く支配してきた。多ミッションの分野（通信、ミサイル警戒、環境モニタなど）では、
コミュニテイが、ある性能（多くの場合１種類）は他を持って替えがたく必須のもの
であるとして、ミッションの成功を確実にするためには、どんな手でも使い、可能な
限り多くのマンパワー、時間、金をも使うことを決定してきたのである。これが馬鹿
げたことだと指摘するのは言い過ぎだろうか？
解決法
解決法は問題自体と同様に人文的なものである。
国防総省の宇宙ポートフォリオの範囲内で、我々は試験を繰り返すことによって単純
にリスクを回避したり叩きつぶそうとするのでなく、リスクを包容するようなアプロ
ーチを見つける必要がある。それにはトップダウンの指示と確固たる舵取りが必要だ。
我々は一回りして、適切な宇宙のガバナンスや努力の単一化とは何か、そして解決し
ようとする問題点は何か、との質問に戻ってきた。問題点はリスクを嫌悪する姿勢に
あり、解決法は、敵を利するものでないような解決法を精力的に探し求めるところに
ある。
我々がリスクを受け入れるようになるとはどういう意味なのだろうか。
最初に我々は、主要ミッションの分野で、クリティカルミッションの実行のためには
いくつもの衛星をアサインするような、古典的な戦略から決別せねばならない。これ
は大統領の国家宇宙政策方針の趣旨にも合致するものであり、方針で述べられた「弾
力性」の必要にも対応する。我々は代替不可能な要素を避けて、性能を分散させるよ
うな運用や調達戦略の考え方を取る必要があろう。さらに我々は、打ち上げ失敗があ
った時に、原因究明や中傷、非難のみしたがる特別委員会などをむやみに作らぬよう
に努力すべきである。
不具合は単純に許容されるべきではないが、宇宙ビジネスの一部分として受容される
べきではある。しかし、打ち上げや軌道上での単一の不具合が、国家安全保障にかか
わるような状況やシステムにおいては、この限りではない。
それで、我々は SBIRS を 12 機の MiDAS のような低軌道衛星でおきかえるべきだろう
か？あるいは 50 機？ さらに、広帯域グローバル SATCOM を Teledesic（世界規模
のインターネットサービス提供のために 1990 年代に計画された 800 機以上のコンス
テレーション）を使うことで不要にするべきだろうか？
必ずしもそうではない。DARPA の F6（衛星をいくつかのサブ衛星に分割して別々に
打ち上げ、リスクを分割しようとするもの）の概念を採用してもよい。または、2007
年に DARPA が軌道上試験を行い、多分遠からず商用企業によって採用されるであろ
う、軌道上燃料補給、軌道上修理や更新などの形を取ってもよい。
「修理できない」ということは、我々がリスクを嫌悪する精神構造、すなわち衛星と
そのすべてのクリテイカルサブシステムは計画されたミッション寿命の間壊れてはな
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らない、という信念の一つの拠り所になっている。必要時に修理ができれば、リスク
嫌悪を緩和させ、衛星オペレータは、現在では「致命的」と分類されるレベルの不具
合でも受け入れることができるようになろう。

DARPA の F6 構想は衛星を別々に打ち上げの個々のサブ衛星に分割するもの

フライトリスクの嫌悪と、これによる宇宙のカルチャーへの障害とを除くことを主眼
として、強力な、国家が主体の宇宙ガバナンスの構築ができれば、我々の負の悪循環
を停止させ、我々の現在持つものと同等の性能を備えた、弾力性にとんだ衛星コンス
テレーションの構築にむけて、業界の力を結集させることができよう。
代替不可能な要素で構成される設計や代替分析は極力避けなければならない。このよ
うなアーキテクチャを支持するような要求事項は疑問視される必要があるし、
「一つの
事業にすべてを賭ける」ようなやり方の調達案件は、担当の役所に「やり直せ！」と
突き返してやらねばならない。
プログラムマネジャーとそのスタッフ達は、試験をむやみにやりさえすればシステム
の信頼性や性能が上がるものではないことを、
（徐々にではあろうが）理解し始めるだ
ろう。
「ミッション保証」に巣食う官僚主義は、時間が経ち、その有効性が著しく落ち
込むにつれて消えてゆくだろう。（少々突いてやる必要はあるだろうが）
米国の新宇宙政策発表の後を受け、この緊縮財政強化の中にあって、我々は宇宙業界
のカルチャーを良い方へと再構築する好機にある。もし国防総省の上層部が、この衛
星分野やその他の分野で、弾力性に富み、代替が不可能でないアーキテクチャを推進
してくれれば、我々はリスク嫌悪の勢力をうち破り、宇宙開発の初期の時代には最重
要のものだったイノベーションと敏捷さを、ついには取り戻すことができるかもしれ
ない。
これは一世代にもわたる仕事になるだろうし、決して容易ではないだろうが。
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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３
－可搬型移動機及びハンドヘルド型移動機の自立電源の動向―
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 ： 2011 年 2 月 3 月 号 に お い て , 過 疎 地 域（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/
H12HO015.html参照）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。また、 2011年１０月１１月号において、３．１１地震・津波の非常災害時に、「2千人を超
える規模の臨時避難所となった、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」や「女川町の離島・出島（いずしま）300人の島民を
救った海の事件・事故118番衛星電話」等の報道例を引用し、衛星通信地球局の自立電源機能が必
須であることを提案されました。先ず、衛星通信可搬型地球局の周波数に対する情報伝送速度及び
消費電力動向について示していただけますか。

磯氏 ：我が国の電波は、国際電気通信連合憲章（http://asaseno.cool.ne.jp/houki/kenshou.htm）参
照）の、第４４条 （無線周波スペクトル及び対地静止衛星軌道の使用）において、「１９５-１ 連合員は、使
用する周波数のスペクトル幅を、必要な業務の運用を十分に確保するために欠くことができない最小限
度にとどめるよう努める。このため、連合員は、改良された最新の技術をできる限り速やかに適用するよ
う努める。１９６ー２ 連合員は、無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、周波数及び対地静止
衛星軌道が有限な天然資源であることに留意するものとし、また、これらを各国又はその集団が公平に
使用することができるように、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無
線通信規則に従って合理的、効果的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する。」の原則に
従い、使用されています。
我が国の電波の使用状況例を図１に示します。148（148-150.05MHｚ）/137（137-138）MHz（上り周波

［４］ 137－138 MHz、148－150.05MHz 低軌道周回衛星
による移動体衛星通信（オーブコム）

［６］ 1525－1559MHz、1626.5－1660.5 MHz
インマルサット衛星等による移動体衛星通
信サービス

［１２］ 2500－2535MHz、2655－2690 MHz
移動体衛星通信サービス

［6］ 4500－4800MHz、6725－7025MHz
固定衛星業務用の国際的なプランバンド

（http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/use/30m.pdfを参考に作成）

図１ 我が国の電波の使用状況例 (1/3）
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［6］ 4500－4800MHz、6725－7025MHz固定衛星業務用の国際的なプランバンド

（http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/use/30m.pdfを参考に作成）

図１ 我が国の電波の使用状況例 (2/3）

［５］ 19.7－21.2GHz、29.5－31.0GHz データ中継衛星
［６] 22.4－22.6GHz、23.0－23.2GHz 携帯電話等の交換局と基地局との間の中継回線
［７］ 23.0－23.55GHz、25.25－27.5 GHzデータ中継衛星
（http://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/use/10g.pdfを参考に作成）

図１ 我が国の電波の使用状況例 (2/3）
数/下り周波数）帯が低高度の周回衛星移動通信サービスに、1.6GHｚ（1626.5－1660.5 MHz）/1.5
（1525－1559MHz）ＧＨｚ（上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星移動通信サービスに、1.6GHｚ（1616 1626.5 MHz）（上り周波数/下り周波数）帯が低高度の周回衛星移動通信サービスに、2.6（2655－2690
MHz）/2.5（2500－2535MHz）GHｚ（上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星移動通信サービスに、6
（5885-6485）/４（3600-4200）GHｚ（上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星固定通信サービスに、８
（7900－8025MHｚ）/7(7250-7375MHz)GHｚ （上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星固定・移動通信
サービスに、１４（14.0-14.5）/12（12.20－12.75）GHｚ（上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星固定通信
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図２ 地球局の上り周波数に対する情報伝送速度及び消費電力の動向例
サービスに、30（27.5-31.0）/20（17.7-21.2）GHｚ（上り周波数/下り周波数）帯が静止衛星固定通信サー
ビスに、それぞれ使用されています。
衛星通信可搬型地球局の上り周波数に対する情報伝送速度及び消費電力の動向例を図２に示しま
す。上り周波数が高くなるに従い、情報伝送速度及び消費電力が上昇する傾向にあります。
１４８MHz/１３７MHz帯低高度周回衛星移動通信サービスにおける移動機では、データレートが２．４
Ｋ ｂ ｐ ｓ で、消 費 電 力 が ３ ０ Ｗ の 例 が あ り、寸 法 は D ： １ ０．１ cm×W ： ６．４ cm×H ： １．７ cmで す（http://
www.sastem-satellite.com/WebAdmin/uploads/pdf/Q4000.pdf参照）。
1.6ＧＨｚ/1.5ＧＨｚ帯静止衛星移動通信サービスにおける可搬型移動機では、データレート４４８Ｋｂｐ
ｓ、消費電力１４Ｗの例があります。可搬型移動機のデータレート対消費電力の比は３２Ｋｂｐｓ/Ｗを示
し、図２における１４種類の1.6ＧＨｚ/1.5ＧＨｚ帯可搬型移動機の中で、最大の省エネ型衛星通信地球局
です。この可搬型移動機の重量は１．４㎏、寸法はD:21.8cm×W： ２１．７cm×H：５．２cmです（http://
www.thrane.com/Land % 20Mobile/Products/~/media/Land % 20Mobile % 20New % 20Content % 20Aug09/
Products/EXPLORER%20500/pdfs/EXPLORER_500_ProductSheet_LR%20pdf.ashx参照）。
6/4GHz帯静止衛星通信サービスにおける可搬型地球局では、データレート2.3Ｍｂｐｓ 、消費電力１
３５Ｗの例があり、6/4GHz可搬局のデータレート対消費電力の比は、１７Ｋｂｐ/Wです。6/4GHz可搬局の
アンテナ径は２．４～３．８ｍφです（http://www.jrsat.com/pdfs/vsat_ipterminals/dt8000.pdf参照）。
14/11GHz帯静止衛星通信サービスにおける可搬局では、データレート２Ｍｂｐｓ、消費電力９０ｗの例
があります。可搬局のデータレート対消費電力の比は２２．２Ｋｂｐｓ/Ｗを示し、図２における１５種類の
14/１１ＧＨｚ帯可搬局の中で、最大の省エネ型可搬局です。この14/11GHz可搬局の重量は１０３㎏、アン
テナ径は1.2ｍφです。14/11GHz可搬局の軽量化等に関する技術開発が課題と考えられます。
（http://www.groundcontrol.com/mobile-satellite-internet/Toughsat_XP_FlyAway_Brochure.pdf参照）。
３０/２０ＧＨｚ帯静止衛星通信では、データレート１Ｍｂｐｓで消費電力１８０Ｗのポータブル局がデータ
レート対消費電力5.5Ｋｂｐｓ/Ｗを示しています。３０/２０ＧＨｚ帯ポータブル局のＧ/Tは１３．１ｄＢ/Ｋ、ＥＩ
Ｒ Ｐ は ４ ６．０ ｄ Ｂ Ｗ、ポ ー タ ブ ル 局 の 重 量 は １ ８ ㎏ で、ア ン テ ナ 径 は ４ ６ cmφ で す（http://
www.rockwellcollins.com/~/media/Files/Unsecure/Products/Product % 20Brochures/Communcation %
20and%20Networks/SATCOM/miSAT%20brochure.aspx参照）。
データレート対消費電力の比は１．６/１．５ＧＨｚ地球局３２対６/４ＧＨｚ地球局１７対１４/１１ＧＨｚ地球
局２２対３０/２０ＧＨ地球局５．５＝32対１７対２２対5.5＝5.8対３対４対１となっていますので、３０/２０ＧＨ
ｚ帯地球局における省エネ技術開発をより一層加速する必要があります。
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環境負荷の少ない先進的な街づくりを
目指す政府の「環境未来都市」に、東日
本大震災で大きな被害を受けた、宮城
県東松島市と岩沼市が指定され、東松
島市は「メガソーラー（大規模太陽光発
電所）など再生可能エネルギーの施設
を積極的に呼び込み、１５年後には市
内の全電力消費量を自然エネルギーで
賄う未来図を描いている」と報道されて
い ま す（http://www.kahoku.co.jp/spe/
spe_sys1062/20111223_15.htm 参 照）。
衛星通信地球局の太陽光発電適用例
について、説明してください。
折り畳み式太陽電池パネル使用例を図３示
します。太陽電池パネルは、運搬時には、折
畳んで、可搬型移動機等と一緒にリュック等
に収納します。可搬型移動機と太陽電池パネ
ル、バッテリー、モバイルルータ及びPC等を一
緒にリュックに収納した可搬型移動機キット例
を図４に示します。 晴天時に、太陽電池パネ
ルを展開し、可搬型移動機付属のバッテリー
に充電します。太陽電池パネルは地面に設置
する場合や日除けテントと兼用して使用する
場合があります。
折り畳み式太陽電池パネルの発生電力に
対する面積及び重量の動向例を図５に示しま
す。 太陽電池パネル発生電力６Wに対する
面積は０．１４㎡、重量は０．２㎏です。また、
太陽電池パネル発生電力１２４Wに対する面
積は２㎡、重量は２．８㎏です。
太陽電池パネル面積Y（㎠）の発生電力X
（W）に対する回帰直線は、Y=１５３X＋５７９
で表せます。相関係数は０．８６で、太陽電池
パネル面積は発生電力と強い相関を示しま
す。
太陽電池パネルの重量Y（㎏）の発生電力
X（W）に対する回帰直線はY＝０．０２７X＋
０．３３で表せます。相関係数は０．７８で、太
陽電池パネルの重量は発生電力と強い相関
があります。

地面設置例

日除けテント兼用例

折り畳み式太陽電池
パネル収納例

（http://www.satellitentelefon.com/_downloads/EXPLORER_700_UNATSolar_P3_62W_Foldable_Solar_Panel_RevA.pdf
http://www.unatsolar.eu/sites/products.html
http://www.outfittersatellite.com/adobe/solar_SolarPort_Solaris.pdfを参考に作成）

図３ 折り畳み式太陽電池パネル使用例
①

②

③

（http://www.unatsolar.eu/images‐2010/PDFs/Unatsolar‐first%20responder%20kit.pdf
http://www.unatsolar.eu/sites/Bgan.html
http://www.satellitentelefon.com/_downloads/EXPLORER_700_UNATSolar_P3_62W_Foldable_Solar_Panel_RevA.pdfを参考に作成）

図４ 可搬型移動機キット
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図５ 折り畳み式太陽電池パネルの発生電力に
対する面積及び重量の動向例

1.6/1.5GHz帯可搬型移動機や１．６GHｚ帯ハンドヘルド型移動機の自立電源例について説明して
ください。
1.6/1.5GHz帯可搬型移動機接続PC端末の屋内利用例を図６に示します（http://www.inmarsat.com/
Downloads/Japanese/BGAN/Collateral/Terminal_Thrane_500_JA.pdf?language=EN&textonly=False,
http://www.thrane.com/Land % 20Mobile/Products/~//media/Land % 20Mobile % 20New % 20Content %
20Aug09/Products/EXPLORER%20700/pdfs/EXPLORER_700_ProductSheet_LR%20pdf.ashx参考に作
成）。1.6/1.5GHz 帯 可 搬 型 移 動 機 の IP デ ー タ レ ー ト は ４ ９ ２ ｋ ｂ ｐ ｓ（最 大）で、小 電 力 IEEE802.15.1-
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Bluetooth及びIEEE 802.11 a/b/g-WiFiに
適合しています。例えば、災害対策本部
や国際会議場の建物内のように、大きな
部屋で、関係機関の人々が、それぞれ
の要件に応じ、打合せの場所や構成メ
ンバーを頻繁に変えて、各人がモバイル
PC端末等を持参し、臨機応変の打合せ
する場合は、屋外の可搬型移動機と屋
内のモバイルPC等の端末間は、小電力
無 線 IEEE802.15-WPAN 及 び IEEE
802.11-WLAN接続（図７参照））が適して
います。
他方、小さな部屋において、定められ
た少人数の人々が、デスクトップPC端末
等を常時据付固定して使用する場合
は、屋外の可搬型移動機と屋内のデス
クトップPC等の端末間は、複数のLAN
cable及び USB cable有線接続が適して
います。可搬型移動機の消費電力は１４
Wで、晴天時には、重量0.7㎏及び面積
は0.3㎡の太陽電池パネルから、他方、
曇天や降雨時には、自動車搭載電源等
からバッテリーに充電できます。
また、1.6/1.5GHz帯可搬型移動機接
続PC端末の屋外利用例を図８に示しま
す（http://www.hughes.com/HNS
%
20Library % 20For % 20Products % 20%
20Technology/9201BGAN_HR.pdfhttp://www.inmarsat.com/
Downloads/Japanese/BGAN/Collateral/
Terminal_Hughes_9201_JA.pdf?
language=..&textonly=Falsehttp://
www.satellitentelefon.com/solar_panel/
solar_panel_explorer_700/index.htmlを参
考に作成）。1.6/1.5GHz帯可搬型移動機
のIPデータレートは４９２ｂｐｓ（最大）、小
電力IEEE 802.11 b-WiFiに適合していま
す。可搬型移動機消費電力は６０Wで、
晴天時には、重量１．９㎏及び面積は０．
９㎡の太陽電池パネルから、他方、曇天
や降雨時には、自動車搭載電源等から
バッテリーに充電できます。
1.6GHｚ帯低高度の周回衛星移動通
信サービスにおける、1.6GHz帯ハンドヘ
ルド端末を図９に示します。
（http://www.cost255.rl.ac.uk/part7.pdf,
http://www.gdc4s.com/documents/9555_
Brochure.pdf，http://www.iridium.com/
products/Iridium9555SatellitePhone.
aspxhttp://outfittersatellite.com/adobe/

可搬型移動機

IPデータレート

Up to 492 kbps

ストリーミングIP

・32, 64, 128, 256 kbps
・BGAN X-Stream:≧ 384 kbps

音声

4kbps

EIRP

20dBW

WPAN

IEEE802.15.1-Bluetooth

WLAN

IEEE 802.11 a/b/g-WiFi

GPS

1575.42 MHz

バッテリ

・リチウムイオンバッテリー
--144kbps送信時充電間隔：2.5時間
--492 kbps受信時充電間隔：3.5時間
--充電時間： 2.5時間
--入力電圧：10-32 V DC
--自動車搭載電源や太陽電池パネルによる充電

消費電力１４W、重量：3.2㎏、寸法：縦28cm×横28cm×厚さ４cm
太陽電池パネル

重量：0.7㎏ 面積：0.3㎡

太陽電池パネル
（http://www.inmarsat.com/Downloads/Japanese/BGAN/Collateral/Terminal_Thrane_500_JA.pdf?language=EN&textonly=False,
http://www.thrane.com/Land%20Mobile/Products/~//media/Land%20Mobile%20New%20Content%20Aug09/Products/EXPLORER%207
00/pdfs/EXPLORER_700_ProductSheet_LR%20pdf.ashx
参考に作成）

図６ 1.6/1.5GHz帯可搬型移動機接続PC端末
の屋内利用例

３．１１地震・津波災害対策ブリーフィング模様

国際会議場における質疑応答模様
（http://www.jiji.com/jc/d4?d=d4_news&p=nis003‐03140009
http://www.jiji.com/jc/d4?d=d4_topics&p=eqa200‐jlp11309506
http://ieee802.org/16/meetings/mtg05/photo.htm
http://en.kuroda.elec.keio.ac.jp/research/photo/2008/43/IEEE+International+Conference+on+Pervasive+Computing+and+C
ommunications+(PerCom)/lを参考に作成）

図７ 小電力無線IEEE802.15-WPAN及び
IEEE 802.11 -WLAN接続応用例

可搬端末

太陽電池パネル例

IPデータ

送信492 kbps,受信492 kbps

ストリーミングIP

32, 64, 128, 256 kbps

ISDN音声

4kbps

EIRP

20dBW

WLAN

IEEE802.11.b-WiFi

バッテリー

・リチウムイオン
・電力容量：60W, 3A
・寿命：
--送信時：162megabytes
--受信時：864 megabytes
--待受け時：36時間
--入力電圧：10-32 V DC
--自動車搭載電源や太陽電池パネルによる充電

消費電力：６０W、重量：2.8㎏寸法：縦27.5cm×横34.5cm×厚さ5cm
太陽電池パネル

重量：1.9㎏ 面積：0.9㎡

（http://www.hughes.com/HNS%20Library%20For%20Products%20%20Technology/9201‐BGAN_HR.pdf
http://www.inmarsat.com/Downloads/Japanese/BGAN/Collateral/Terminal_Hughes_9201_JA.pdf?language=..&textonly=False
http://www.satellitentelefon.com/solar_panel/solar_panel_explorer_700/index.htmlを参考に作成）

図８ 1.6/1.5GHz帯可搬型移動機接続PC端末
の屋外利用例
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データ

Net (uncoded) channel data rate2.4 kbps

音声

2.4 or 4.8 kbps

EIRP

1.9-10.3 dBW (depending on cell position)、
送信電力：７W

WPAN

IEEE802.15.1-Bluetooth

ＷLAN

IEEE802.11-WiFi

バッテリ

・リチウムイオン
・バッテリー寿命
--連続通話時間： 4 時間以内
--連続待受け時間： 30 時間以内

消費電力：１０W、重量：0.266㎏、寸法：縦14.3cm×横5.5cm×厚さ3cm
太陽電池パネル

重量：０．６㎏ 面積：０．２㎡

(http://www.cost255.rl.ac.uk/part7.pdf,
http://www.gdc4s.com/documents/9555_Brochure.pdf，
http://www.iridium.com/products/Iridium9555SatellitePhone.aspx
http://outfittersatellite.com/adobe/Iridium9555_UserGuide_OutfitterFlashPage.pdf
http://www.outfittersatellite.com/iridium_batteries.htm
http://www.kddi.com/business/customer/download/pamphlet/pdf/iridium.pdf
http://www.infosat.com/files/PDF/Iridium/RST980_011.pdf
http://www.radio‐electronics.com/info/satellite/communications‐systems/iridium‐theory‐history‐technology‐frequency.phpを参考に作成）

図９ 1.6GHz帯ハンドヘルド型移動機

Iridium9555_UserGuide_OutfitterFlashPage.pdf
http://www.outfittersatellite.com/iridium_batteries.htm
http://www.kddi.com/business/customer/download/pamphlet/pdf/iridium.pdf
http://www.infosat.com/files/PDF/Iridium/RST980_011.pdを参考に作成）。1.6GHz帯ハンドヘルド端末の
データレートは2.4ｋｂｐｓ（最大）、小電力IEEE802.15.1-Bluetooth及びIEEE 802.11 -WiFiに適合していま
す。1.6GHｚ帯ハンドヘルド型移動機の消費電力は10Wで、晴天時には、重量0.6㎏及び面積は0.2㎡の
太陽電池パネルから、他方、曇天や降雨時には、自動車搭載電源等からバッテリーに充電できます。
次回は「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４－
衛星固定通信地球局の自立電源の動向―」についてお聞きします。
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RFワールド No.15
特集『衛星と無線
通信システム』
CQ出版社

2011年８月

福地 一

衛

星通信に携わる人達にとって、有益な雑誌を手にすることができた。電波関連の
特集でお馴染みの「RFワールド」のNo.15だ。必ず大学の衛星通信の授業で触れる、
衛星通信技術の基礎的事項から、日本の衛星開発の歴史のなかのよもやま話な

ど、お固い教科書ではふれにくい内容まで含んでいて、読者、とくに日本の衛星開発に少し
でも関わった人たちを飽きさせない。ほとんどの内容は、宇宙通信分野では有名人である、
元NEC理事で現在㈱JEPICOの北爪

進さんの執筆である（下記、目次の第５章以外はすべて

北爪さんの執筆）。NEC時代から、日本の衛星通信黎明期を身をもって体験してきた同氏なら
ではの大作といえよう。それも、単なる懐古録ではなく、いまだに衛星通信開発の現役とし
て世界を飛び回り、各国の衛星通信VIPに知己をもつ北爪さんならではの、最新情報の提供と
今後の展望にもその筆の冴えをうかがい知ることができる。宇宙開発の最前線に身をおい
た者でしか得られない貴重な写真も多く掲載され、雑誌ではあるが保存版としての価値もあ
る。なによりも、この北爪氏が、我々、SJRの編集委員の１人であることに身内ながら誇らしい
気持ちになる。なんでも、69ページにINTELSAT

Ⅳ号の国際開発チーム技術者５０－６０人の

写真があるが、ここから北爪氏を見つけられたら本当の衛星通信技術者だという噂がある。
この雑誌をお持ちの方は見つけ出してはいかがですか？
この雑誌の特集の目次は以下のとおり。
イントロダクション

「衛星通信の世界へようこそ！」

第１章

通信衛星の概要

－通信衛星の機能、特徴と用途、使用周波数など－

第２章

日本の通信衛星の開発経緯とその成果

－技術試験衛星から実用衛星まで－

第３章 衛星通信システムの構成 －システムコスト、多元接続方式、衛星間通信など－
第４章 衛星の基礎知識 －姿勢安定方式、ミッション機器、追跡管制など－
第５章

地球局の基礎知識

第６章

衛星通信の回線設計

－静止衛星、非静止衛星など－
－回線設計例、干渉問題など－

第７章 将来の衛星通信への展望 －地域サービスとグローバルサービスなど－
Space Japan Review, No. 77 December 2011 /January 2012

1

