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Interview with CEO

Dr. Ozkan Dalbay
CEO, TURKSAT

Space Japan Review (SJR)は米国航空宇宙学会であるAIAAの衛星通信に関する技術委員会の中に
Sub CommitteeとしてAIAA衛星通信フォーラム（AIAA Japan Forum Satellite Communications）が作ら
れ、その技術的なコミュニケーションの為の機関誌として発行しているものであります。初期においては
ハードコピーでの発行でしたが現在は電子メディアとしてインターネットによる配信としています。この企
画は衛星通信事業に携わっている世界の衛星通信事業者、通信衛星開発会社のCEOにその戦略や抱
負を語って頂きAIAA会員とSJRの読者の参考に供する企画であります。
SJRではこの度TURKSAT社のCEOであるDr.Ozkan Dalbay社長の来日に合わせ面談を予定していまし
たが、来日叶わずWebによるインタビューとなりました。TURKSAT社は国策会社として設立以来各種通
信サービスを提供されています。このインタビューでは世界の通信サービスの展望やTURKSAT社の事
業戦略、またTurksat-4A,4Bでの日本の衛星メーカへの発注の舞台裏等についてお伺いしていきたいと
思います。
SJR: まず始めにTURKSAT社の事業概要を簡単にご紹介願います。
Dr.Ozkan Dalbay： TURKSAT社はトルコで唯一の衛星オペレーターで、欧州からアジアにかけた広い
地 域 に 衛 星、ケ ー ブ ルTV、ICTの 各 サ ー ビ ス を 提 供 し て い ま す。ト ル コ 通 信 衛 星 の 運 用、そ し て
TURKSATシリーズやその他の衛星を通じてあらゆる衛星サービスを提供しています。
最先端の設備と経験豊富な社員を揃えることで、我々は衛星通信ビジネスの分野で世界のリーディング
カンパニーを目指しています。通信需要を満たすための革新的な事業展開を進めていくことでトルコだけ
ではなく世界中の人々にサービスを提供してまいります。
SJR: それではTURKSAT社が提供するそれぞれのサービスについての現況、並びに今後の事業
方針と戦略についてお聞かせ願います。
Dr.Ozkan Dalbay： 我々はTURKSAT衛星通信、ケーブルTV、運用会社を通じてあらゆる衛星通信
サービスを提供しています。事業分野としては、以下の三つに大別されると考えます。
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衛星サービス
我々はトルコ国の国家主権として世界的に
認められている衛星軌道位置の運用管理権
限を有しており、自国の衛星はもとより国外の
衛星オペレータが保有する衛星の通信インフ
ラを整備・運用すると同時に商用活動も行って
います。具体的には、欧州からアジアに亘る
広大な地域にかけて音声・データ通信、イン
ターネット、TV、ラジオ放送等のサービスを衛
星を通じて提供しています。
TURKSAT社は、トルコの閣僚会議により通
信、観測、その他宇宙科学研究などに用いる
各種衛星の設計、製造を委任されています。
このため、TURKSAT社はトルコ国内外を問わ
ず衛星開発や宇宙科学技術分野に特化した
人材育成に向け大きく踏み出そうとしていま
す。他にも「TurksatGlobe」という商標のもと、
地球観測衛星から送られてくる高解像度画像
を処理したり公共機関や民間企業へのリモセ
ンサービスの提供も行っています。
ケーブルサービス
我々がケーブル放送事業を開始したのは、ケーブルTVインフラとそのサービスの譲渡を受けてから
で、それ以降我々はこのインフラをより効率的かつ有効に運用してきています。「Teledunya」の商標で
ケーブル放送サービスを、「Uydunet」商標でブロードバンドインターネット接続を提供しています。現在、
２１の県でサービスを提供していますが、新たな投資や新規プロジェクトを通じて加入者を大幅に増やし
ています。
ICTサービス
TURKSAT社は、トルコ運輸通信省により政府のe-ガバメントゲートウェイの設立、運用、管理責任者と
して選任されました。我々は速やかに業務を開始し、現在では作業を完了して開設を待っている段階で
す。そもそもe-ガバメントゲートウェイとは、国民視点に立った公共サービスに関する情報を提供する施
策で、利用者は、「市民サービス」、「ビジネス」、「行政」に分類されたページから必要とする情報に簡単
にアクセスすることが出来るようになります。各利用者は、パスワード認証や電子署名を使用すること
で、行政機関がe-ガバメントゲートウェイを通して提供する情報サービスに容易かつ安全にアクセスする
ことが可能となります。実際、e-ガバメントゲートウェイを通して提供されるe-サービスの種類は日毎に増
大しています。
SJR: ブロードバンドインターネット接続への需要が高まっています。衛星通信サービスについての
今後の展望、並びに対応についてお聞かせ願います。
Dr.Ozkan Dalbay：インターネットの出現により世界は間違いなく狭くなったと言えるでしょう。今日、世界
中の人々はインターネットを通じて繋がっています。実際、インターネットとは比類なき通信形態であり、
コミュニケーションが容易になっただけではなく、数多くのビジネスが花開くきっかけになりました。
このような観点から衛星サービス事業者は市場の要求に対応すべく地上系のユーザ端末機器の改良と
共に通信容量の増大を図っています。
「TURKSAT」サービスに関して
「UYDUNET SKY」は、通信衛星「Turksat-3A」のカバーする地域であれば誰でも利用できる衛星技術
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を用いた高速インターネットソ
リューションです。このシステムを
通じて、我々は地上ネットワークに
依存しない高速インターネット接続
を提供しており、契約者は必要な
情報に瞬時にアクセスすることが
可能となっています。
「UYDUNET SKY」で は、衛 星 ア
ンテナでデータの送受信を行うの
で、電話回線やケーブルシステム
といった地上インフラを必要としま
せん。また、多様な顧客ニーズに
備え、ISPのフルサービスや大容
量のEメールサービスを提供したり
して、いろいろなアクセスプランを
用意しています。
２０１４年第一四半期に打ち上げ
予定の「Turksat-4B」では、Kaバン
ドを利用することで更なる通信容
量の拡大とインターネットサービス
の低価格化を進めていきます。

▲ Turksat地球局アンテナ

SJR: ご承知のように日本は
昨年東日本大震災で大変な
被害を受けましたが、トルコ
でも地震が頻発しています。このような災害時、緊急時に通信を確保することは極めて重要で、固
定電話だけでなく携帯電話の回線確保も望まれます。このような事態に対し、どのように考え如何
に対応すべきかをお聞かせ下さい。
Dr.Ozkan Dalbay：緊急時通信は、自然災害や戦争、兵力動員といった時に必要とされる最も重要な
サービスの一つです。従来の通信が遮断された場合、衛星通信が最も簡単で最適なソリューションとな
ります。「TurksatVSAT」システムは、地上インフラの制約を受けることなく簡単に持運びができ使いやす
いことから、緊急通信が必要なときはいつでもどこからでも通信が可能です。緊急通信に使用される端
末は可搬型で移動可能であるため、所望の場所にすぐ移すことができ、端末を設置すれば必要な通信
が即座に実現できます。
1999年のMarmara地震ではTurksat緊急通信システムによりYalova,Duzce,Adapazari, Izmitの各県で通
信が可能となりました。また2011年10月にVanで発生した地震の際にも、Turksatが緊急時の主要な通信
手段であることが再認識されました。
SJR: 現在、「Turksat-4A/4B」が三菱電機（MELCO）で開発中ですが、これらの衛星と衛星サービ
スについて、過去のものと比較してどんな特徴があるか、またどんな新技術が使われているかご紹
介願います。
Dr.Ozkan Dalbay：「Turksat-4A/4B」により我が国の衛星通信の容量は倍増し、ブロードバンドインター
ネット接続の通信容量が一気に増えることになります。これらの衛星では西方、東方、トルコの各カバ
レッジ間での通信の交換機能を有しています。2013年第四四半期に打上げ予定の「Turksat-4A」は、東
経42度に配置される予定ですが、これまでカバーしていた中国西部からイギリスにかけた地域に加え、
新たにアフリカ大陸が加わります。また、トルコ国内では「Turksat-4A」により小型アンテナでTV放送が受
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▲Turksat社と三菱電機との調印式
信できるようになり、既に運用されている「Turksat-2A,3A」と合わせ東経42度は衛星TV放送の最も活発
な軌道位置となります。「Turksat-4A」にはトランスポンダー３０本が搭載され、2204MHzの通信容量を有
しており、カバーしている西方と東方の間の通信接続が可能で、各カバレッジ間で映像やデータのやり取
りができます。また「Turksat-4A」はKu-BSS、FSS、Ka帯を利用しており、今後はトルコ、欧州、アフリカ地
域で衛星放送事業の機会を広げるようにしてまいります。
2014年第一四半期に東経50度に打上げ予定の「Turksat-4B」では、Kuバンドに加えKaバンドスポット
ビームを初めて採用し、従来のカバレッジに追加してトルコ、中央アジア、欧州をこのKaバンドスポット
ビームでカバーします。衛星通信容量は3392MHzで、このKa帯を利用することでインターネットやデータ
通信サービスを国内外の企業や一般家庭に競争力のある価格で提供していきます。
SJR: これまでのTURKSAT社の衛星は欧州企業が選ばれていましたが、「Turksat-4A/4B」では日
本のメーカーである三菱電機が選ばれました。この決定の背景や理由は何か、可能な範囲で結構
ですが、お聞かせ頂ければ幸甚です。また衛星製造メーカを選定するに当たり最も重要な要素は何
でしょうか？
Dr.Ozkan Dalbay：我々には「Turksat-4A/4B」の製造、軌道上引渡しのプロジェクトに対する入札手順が
あります。この手順に従った結果として三菱電機（MELCO）が選定されました。新たな衛星の製造メーカ
を選定するにあたり、最も重要な要素は、先ず第一に高い信頼性を持ち、かつ高い技術力で衛星を製造
できること、打上げ前に衛星の確認・検証が確実に実施できること、軌道上での運用に対する技術支援
が万全であること、そして提案された製品とサービスの価格が妥当であることです。また、日本企業を選
定するにあたり技術、価格の面以外で影響をもたらした側面の一つに、将来トルコ・日本の両国間で衛
星・宇宙技術分野での協調・協力関係の発展が期待される点が挙げられます。
SJR: TURKSAT社の関係者は三菱電機(MELCO)の方々と協力しながら「Turksat-4A/4B」の開発
を進めていることと思いますが、文化や仕事のやり方、人々の行動様式に関し欧州と日本で何か違
いを感じますか？
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▲ Dr. Ozkan Dalbay

Dr.Ozkan Dalbay：日本人は規律を重んじ、温かく人道的で、異文化に対する尊敬の念があります。ま
た、人々は親切で、普通であればなかなか期待できないような些細なことにも関心を払ってくれます。日
本文化はグループ志向で人々は個個人の個性を発揮するというよりも集団で一緒になって事を成し遂
げようという傾向にあります。西欧社会に比べると日本人は個人気質ではなく集団での協調を望み、自
分自身の判断より慣例や規則を重要視する傾向にあると思います。
SJR: Dr.Ozkan Dalbayさん、ご多忙の中、貴重な時間と情報を頂きまして誠に有難うございまし
た。Teşekkür ederim （ありがとうございました）！ ■
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特集

大型展開アンテナ

30m 級大型展開反射鏡の研究開発と次世代情報通信衛星への適用
宇宙航空研究開発機構

小澤 悟
はじめに

東

日本大震災で発生した被災地での地上通信網の障害により、被災地は、携帯電
話の通話や、安否確認などのためのインターネット環境の利用が困難な状態とな
りました。このため、宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、技術試験衛星Ⅷ型「きく 8

号」（ETS-VIII）を利用した被災地へのインターネット環境の提供を行いました。
図 1 は、「きく 8 号」による通信システム概念図です。「きく 8 号」の通信端末を、大船渡市、
大槌町、女川町に持込み、あらかじめインターネットと接続済みの筑波宇宙センターに置か
れた「きく 8 号」端末と、「きく 8 号」を通して接続することで、各地域にインターネット環境を提
供しました。
この経験から、災害時における通信衛星の必要性を強く確信するに至りました。

図 1．「きく 8 号」による通信システム概念図
東日本大震災が発生する以前から、国内にて、地上／衛星共用携帯電話システムの調査
検討が行われていました。この調査検討の中で、地上用携帯電話と同等の大きさの小型端
末から、直接、通信衛星と通信を行うため、大きさが 19 m×17 m「きく 8 号」の大型展開反射
鏡（ETS-VIII LDR; Large-scale Deployable Reflector）より大きな、30m 級にまで拡大した反射
鏡が必要であるとの結果が得られました。
ETS-VIII LDR は、打上げた 2006 年 12 月当時、衛星搭載アンテナ反射鏡としては最大口
径でした。その後、2009 年 7 月には ETS-VIII LDR とほぼ同等サイズの 18 m の反射鏡を持
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つ TerreStar 1 が、2010 年 11 月にはそれを越える 22 m で、軽量な反射鏡を持つ SkyTerra 1
が打ち上げられています。
そこで、JAXA では、国際競争力を持ち、かつ地上との直接通信を可能にするため、世界最
軽量で 30m 級の反射鏡を実現することを目的として、大型展開反射鏡の研究開発を行いまし
た。目指す諸元は、表 1 のように設定しました。図 2 は、表 1 の反射鏡を持つ衛星の、軌道上
(a)と打上げ時(b)のイメージです。なお、打上げロケットは、衛星の打上げ質量やフェアリング
の大きさ等を考慮してアリアンロケットを想定しました。
表 1．反射鏡の研究開発目標
開口径

30 m 以上

等価投影面積円

フォーカス長

18 m

F/D 0.6

鏡面精度

3.0 mmrms 以下 2.0GHz 波長の λ/50

面密度

0.43 kg/m2 以下

海外製品と同程度

(a) 軌道上

(b) 打上げ時

図 2．30m 級大型展開反射鏡を持つ通信衛星のイメージ

モジュールの口径拡大
ETS-VIII LDR は、図 3(a)のように直径 4.8 m のモジュールを 14 個合わせて、19 m×17 m
の反射鏡を構成しています。このため、一つのモジュールの直径を拡大することで、全体の
開口径を拡大することができます。
しかし、直径を単純に拡大する、例えばモジュールの直径を倍の 9.6 m にすると、開口径は
拡大しても、その面積比分だけ重くなってしまいます。この設計方針で設計を行うと、ETS-VIII
LDR の単位面積当たりの密度（面密度）は 0.65 kg/m2 なので、新しい反射鏡においておも面
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密度は変わらないため質量が 4 倍程度になります。これでは、表 1 の面密度の目標に入れる
ことができません。
そこで、口径を拡大しつつ、軽量化を行うこととしました。軽量化のコンセプトを、図 3 を使っ
て説明します。
(1) 図 3(a)のような従来のモジュールを 7 個結合した鏡面を作ります。図 3(b)の黄色で塗
られた部分が出来上がります。
(2) 欠けている部分を埋めます。これで、全体の大きさが六角形になります。
(3) この反射鏡は鏡面により赤矢印の方向に圧縮されます。この矢印方向の部材だけを
残し、他の部材を取り除きます。
このようにして、図 3(c)のような反射鏡が設計できます。この反射鏡は、図 3(a)の反射鏡と比
較すると、リブ（中央から 6 方向に伸びた背面構造）が 3 段に折れ曲がることから、三つ折り
展開反射鏡、と名付けました。

(a) 従来のモジュール反射鏡
(1)
(2)

(3)

(b) 軽量化の手順

(c) 三つ折り展開反射鏡
図 3．反射鏡軽量化のコンセプト

三つ折り展開反射鏡は、リブと、反射鏡面から構成されています。リブは、3 つに折れ曲が
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る三つ折り展開トラス構造です。三つ折り展開トラス構造の展開シーケンスを図 4 に示します。
(1)は収納状態です。(2)～(3)は、展開途中状態です。中央と各リブの折れ曲がり部にはバネ
の力で駆動するスライダーが組み込まれていて、それぞれが同期してスライドすることで、三
つ折り展開トラス全体が展開します。展開が終了すると、図 4(4)のようになります。
図 3(c)の直径 14.4 m の三つ折り展開反射鏡を 7 モジュール組み合わせると、図 2(a)の衛
星に搭載されているような 30m 級大型展開反射鏡になります。設計結果を表 2 に示します。

図 4．三つ折り展開トラスの展開シーケンス
表 2．反射鏡の設計結果
開口径

30 m

モジュール数

7

モジュールサイズ

14.4 m

面密度

0.37 kg/m2

反射鏡タイプ

三つ折り

等価投影面積円

ETS-VIII LDR の 57%

展開解析による検証
三つ折り展開反射鏡が展開可能かどうかを、展開解析により検証しました。
使用した解析プログラムは、JAXA で開発した柔軟多体構造解析プログラム「Origami/ETS」
です。このプログラムは、NTT 開発のプログラム「SPADE」と同様の、幾何学的非線形性を扱
うことができる非線形有限要素解析理論と、ヒンジやスライダーなどの結合を表現する理論を
元に作成されており、30m 級大型展開反射鏡の開発に合わせて機能向上がなされています。
なお、このプログラムは、研究・教育などの非営利目的に限り、JAXA 産業連携センターから
配布を受けることができます。
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(a) 収納状態

(b) 30%展開状態

(c) 最終展開状態
図 5．展開解析結果
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図 6．展開余裕の確認
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「Origami/ETS」による展開解析結果を、図 5 に示します。図 5(a)は収納状態です。ここから、
7 つのモジュールそれぞれの中央から伸びている 6 本の三つ折り展開トラスを、図 4 のように
展開することにより、三つ折り展開反射鏡が展開します。図 5(b)は 30%展開状態、最後の図
5(c)が最終展開状態です。この展開解析によって、三つ折り展開反射鏡がスムーズに展開で
きることを確認しました。
次に、展開解析結果を用いて、展開力に余裕があるかどうかを確認しました。このため、展
開を行うバネの力と、展開を阻害する摩擦や鏡面の張力と比を、展開余裕として定義し、展
開開始から終了まで、展開余裕が 2 以上となることを目標としました。結果を図 6 に示します。
この図から見られるように、展開全体にわたって展開余裕が 2 以上となっており、目標が達成
されていることを確認しました。

反射鏡の試作と試験
三つ折り展開反射鏡の設計が妥当であることを確認しましたので、反射鏡を 1 モジュール
だけ試作し、実際に展開が可能かどうかを確認してみました。
まずは反射鏡面を作ります。図 7 は、反射鏡面を試作している様子です。反射鏡面は、
ETS-VIII LDR と同様に、パラボラ曲面を形成するケーブルネットワークと、電波を反射する金
属メッシュから構成されています。治具上にケーブルネットワークを作成し、その上から金属メ
ッシュを張ります。

図 7．反射鏡面の試作
次に、反射鏡面を支える背面構造を作ります。図 8 は、背面構造を試作している様子です。
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背面構造は、図 4 のような展開トラス構造のリブを、中心から 6 方向に伸ばしたような構造に
なっています。図 8 の、背面構造の下に置かれている機材は、反射鏡の展開時に重力をキャ
ンセルすることができる、展開試験治具です。

図 8．背面構造の試作
最後に、反射鏡面と背面構造を組み合わせ、三つ折り展開反射鏡を作ります。図 9 は、完
成した反射鏡です。

図 8．三つ折り展開反射鏡の試作
完成した三つ折り展開反射鏡の、展開試験を行いました。図 9 は、展開試験の様子です。
図 9(a)の展開初期状態から始まり、図 9(b)の展開途中を経て、図 9(c)の最終展開状態に至り
ます。このように、三つ折り展開反射鏡の展開がスムーズに行われることを確認しています。
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(a) 展開初期状態

(b) 30%展開状態

(c) 最終展開状態
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図 9．三つ折り展開反射鏡の展開試験の様子
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図 10．展開解析結果と試作試験の比較
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また、展開解析モデルの精度検証のため、展開解析結果と展開試験結果の比較を行いま
した。図 10 は、解析結果と試作モデルの展開試験結果の比較です。図より、解析結果と試験
結果は十分に一致しており、解析モデルが精度良く作られていることを確認しました。この結
果、図 5 の展開解析で使用された 7 モジュール全体の展開解析モデルと、そのモデルを用い
た展開解析結果に、十分な精度があることを確認しています。

鏡面精度の確認
最後に、鏡面精度の確認のため、鏡面形状測定を行いました。
この結果、試作モデルの鏡面は十分な精度があり、これを 7 モジュール結合して 30m 級展
開反射鏡を構成した場合でも、鏡面精度は 3.0 mmrms 以内であり、表 1 の鏡面精度要求を満
たすことが確認されました。

おわりに
ETS-VIII LDR をベースに、モジュールを三つ折り展開反射鏡とする研究開発を行い、設計
および試作試験の結果、30m 級大型展開反射鏡の研究開発目標を達成しました。

図 12．次世代情報通信衛星のコンセプト
今、JAXA では、この研究開発の成果を元に、30m 級の大型展開反射鏡を持つ、H2A ロケ
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ットで打上げ可能な次世代情報通信衛星を構想しています。図 12 は、次世代情報通信衛星
のコンセプトです。次世代情報通信衛星により、地上用携帯電話端末を使った通信衛星と直
接の通信、可搬局による高速通信、並びにセンサ情報の収集が可能になります。この衛星通
信システムが実現されれば、東日本大震災のような災害発生時にも、被災地にて、普段と変
わらない通信が可能となり、被害をこれまで以上に抑えたり、災害復旧をスムーズに行うこと
ができるようになると期待しています。■
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特集

大型展開アンテナ
「名もない」展開型宇宙アンテナの進化
慶應義塾大学

三次

仁

はじめに

宇

宙に大きなアンテナがあると便利なんだ、という話を知ったのは、私がまだ学生だ
った 1980 年代です。ちょうど 30 年前の 1982 年に NASA が開催した Large Space
Antenna Technology という会議（NASA CP-2269）の講演集に、大口径宇宙アンテ

ナを利用した移動通信システム、衛星音声放送、Space VLBI など様々なアプリケーションが
掲載されていて、図書館でわくわくしながら読んだ記憶があります。当時は米国でも、たかだ
か地上モデルでしかなかった大口径宇宙アンテナが、30 年経った今、きく 8 号など実機として
軌道上にあることは、スゴイ技術革新だったといえます。この技術開発に関われたことを誇り
に思います。今回、Space Japan Review に寄稿する機会を得たので、私が見て、経験してき
た展開型宇宙アンテナの進化について少し語ろうと思います。
展開型アンテナ黎明期
私は 1987 年に NTT に入社し、かなりのわがままを貫いて研究所（以下、通研）の衛星通信研
究部で研究を始めました。そこで取り組んだテーマが学生の時に図書館で見ていた大口径ア
ンテナ搭載の通信衛星システムでした。その時、すでに宇宙科学研究所(ISAS)、日本飛行機、
NTT で共同開発した 6 本の展開マストとケーブルネットワークを用いた展開型反射鏡のコンセ
プトモデルができており（図 1）、それを評価することから始めました。

図 1 初期の展開アンテナモデル
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展開マストによって提供される空間的な固定点間にケーブルネットワークを用いて 3 次元のア
ンテナ鏡面を作り出していくため、ケーブルネットワークは力のバランスを保ちつつ、所望の
形状を作り出すことが必要です。従来の構造物設計は形状ありきで力のバランスを考えます
から用いることができません。そこでケーブルネットワークの解析方法を開発し、ケーブルの
長さ、剛性、つなぎ方がどのように鏡面形状に影響を与えるか、Fortran で自作したプログラ
ムをメインフレームコンピュータで動かして計算していました。その結果、ケーブルネットワー
クが複雑になると長さなどの誤差により鏡面精度が劣化してしまうこと、力のバランスと形状
を同時に満足するためには、静定条件以上にケーブル数を増やすことが必要なこと、ケーブ
ルが緩むと急速に鏡面精度が劣化するので、ケーブルが緩まないようにケーブルを伸ばして
使うこと、などがわかってきました。またマスト構造では大型化することは座屈荷重のために
不利であることや、地上確認試験や開発を考えると、複数の独立したモジュールを組み合わ
せて反射鏡を構成することが良いのではないかと考えるようになりました。
これらの結果を踏まえて通研で、宇宙構造研究計画という新しいプロジェクトを 1989 年に
立ち上げ、1990 年の IAF で基本構想を発表しました。目標は国内を 10 ビーム(ビーム径
200km)でカバーする S バンド移動衛星通信システムとしました。このためには開口径 10m 反
射鏡を鏡面精度 1mm 以下で構成する必要があります。H2 や Arian3 への搭載性や鏡面精度
要求から直径 5ｍ程度のモジュールを 7 つ組み合わせることにしました。その時、書いた衛星
のイメージが（図２）です。副反射鏡があったり、反射鏡が衛星構体の側面に取り付けられた
りと今、考えるとおかしなところもありますが、送受アンテナ分離、Ｆ／Ｄの確保、クラスタ給電
と入社 2,3 年目にしてはよく書けていると思います。

図 2 宇宙構造研究計画のために書いた通信衛星イメージ
当時、大口径アンテナの研究開発は、Harris（Hoop Column, ラジアルリブ）や Lochkeed
(Wrap-rib)や宇宙通信基礎技術研究所 SCR (モジュール化フープフレーム, テトラリブ)で行わ
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れていました。括弧内は各研究機関の構造形式の名称です。その多くはケーブルとメッシュ
鏡面の張力材で反射鏡を構成し、展開可能な構造物で支持する形式でした。展開可能な構
造物としてはフープやトラス構造など多くの構造形式が提案されていましたが、試作品でちゃ
んと地上試験展開できるのは傘構造やマスト構造に限定されていました。また地上試験でう
まく展開できたとして、それが軌道上性能の何を検証したことになるのか、その道理を説明で
きる技術はありませんでした。傘構造やマスト構造では鏡面が大きくなった時のスケーラビリ
ティがないことや、モジュール化が難しいと考えて、我々は展開トラス構造を選択しました。
ESA ではガスで膨張させて展開するインフレ－タブル反射鏡の研究開発を進めていました。
インフレ－タブル反射鏡は重量や収容体積を大幅に改善する可能性があったものの、地上で
どうやって特性を確認するのかが潜在的に不安で、我々は検討対象外にしていました。実際
は、どのようにアプローチすればよいのか分からなかった、というのが正直なところです。
このように何をどう使ってシステムを構築するのか、つまり“方式”に関する判断は定量的
な判断が難しく、特にミッションが特定されていない状況では研究者のセンスに依存すると言
ってよいでしょう。モジュール構成は技術の汎用性という意味ではおそらくよかったのですが、
プロダクトデザインとして、特定のミッションに対する最適性能という点では弱点にもなり得る
と思います。
展開トラスはいろいろと試作した結果、1994 年にメッシュ鏡面と結合して展開できる方式を
作りました（図３）。この反射鏡は傘のように二次元的に展開収納するモジュールと、一次元
的に展開収納するモジュールの組み合わせで構成されており、衛星構体の側面に取り付け
て打ち上げ時の固縛剛性を高めることができます。反射鏡の構造形式としてはよく考えてあ
ったのですが、マルチビーム給電部を衛星構体に入れないと、給電・廃熱ができないこと、副
反射鏡方式は損失が大きいことからこれ以降は展開アームを使って反射鏡を構体から離す
形式を採用することにしました。
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三次元曲面を構成する展開トラスは部材数が数千本にもなり、冗長拘束を含むため弾性変
形を伴わずに展開・収納の機構的な動きをさせることはできません。当時数百本ですら機構
解析に弾性変形を含められる市販解析法はなかったので、弾性変形と機構運動を同時に扱
うことができる数値解析法およびプログラム SPADE の開発をプロトタイプの試作と並行して進
めていました。こうした設計・評価ツールは Muses-B (Halca), きく 8 号（JAXA）の開発にも用
いられ、我が国の宇宙開発にも貢献できたと思います。移動衛星通信サービスのビジネス規
模を考えるとは我が国の宇宙開発への貢献が多少なりともあり、そして研究開発チームがや
りたい、と言い続けたからこそ、NTT 内での研究開発が認められていたということが本当の姿
だったのでしょう。
AstroMesh と STS-77 IAE の衝撃
解析方法の研究や、当時広がり初めていた Unix ワークステーションを用いたプログラム開
発、そして MU300 を用いた無重力展開試験などの要素技術開発が順調に進んでいた 1995
年、当時衛星通信部長であった故・鮫島秀一博士に突然呼び出されて、見せられたのが
Astromesh（図 3）の写真でした。そこには、確か直径 6ｍ程度の反射鏡プロトタイプが、何事
もないように天井から吊されて鏡面測定されている実験でした。これは驚きでした。当時の通
研の技術では、大型反射鏡を天井から吊るすことなど不可能です。展開動作はおろか、まず
自重によって壊れてしまいます。「10m アンテナプロトタイプをすぐ作れ」、鮫島部長の指示に
より我々は 1996, 1997 年の研究計画を根本から見直して、世界トップスペックのハードウェア
を試作することを目標にし、大口径反射鏡に加えてマルチビーム給電部の開発も並行して進
めることにしました。
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図 3 Mark W Thomson, "The Astromesh Deployable Reflector", IMSC 99 より引用
もう一つ衝撃だったのは 1996 年に NASA が STS-77 で行った IAE (Inflatable Antenna
Experiment)です。SPARTAN 衛星から 14m 直径のインフレ-タブル反射鏡を展開したのです
（図 4）。

図 4 NASA Goddard Space Flight Center, Spartan 207/Inflatable Antenna Experiment
Preliminary Mission Report, Feb, (1997)より引用
驚いたのは NASA がインフレータブル反射鏡を宇宙実証するまで検討していたことです。詳
細なレポートを見ると、展開挙動がガス漏れによって予想とは異なり、また肝心の反射鏡部
分も所定の鏡面精度を達成することができなかったようです。インフレ-タブル反射鏡がモノに
なるのであれば構造形式を根本的に見直すことになるため、真相がわかるにつれ安心したこ
とは否めません。ライバルの失敗を喜んでいるようではいけないのですが・・・
7 モジュール試作
衛星搭載反射鏡のハードウェアスペックで最も重要なのは重量です。モジュール構造を結
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合すると構造強度が高くなることを利用して、一つのモジュールをできる限り簡単、軽量にす
ることを追求した結果、立体的な傘構造を組み合わせることで球面を構成する方法を考案し
ました。前述の設計解析ツールを用いて、設計・シミュレーションを繰り返し、機構仕様を決め
ていきました。傘のように芯棒に取り付けたバネ力で展開する方式で検討していたのですが、
これだけだと、どうしても収納状態からの展開力を生み出すことができません。そこで傘機構
の根本に回転バネを取り付けて収納状態から展開状態まで十分な展開力が発生できるよう
に工夫しました。また、4 角リンクを利用した展開トラス上にケーブルネットワークを設置すると、
ケーブルネットワークの構成によっては収納できない場合があります。これを避けるために取
り付け部が伸縮する方式を考案しました。こうした工夫はすべて数値モデルを使ってシミュレ
ーションで明らかにしました（図 5）。

図 5 185 本の弾性梁と 150 本ケーブルを用いた展開シミュレーション
1997 年 12 月には対角 4.8m のモジュールを 3 つ結合した試験（図 6）、1998 年 8 月にはさら
に 4 つ加えて 7 モジュール（直径 13m(開口径 10m), 重量 140kg）の展開試験を成功させまし
た（図 7）。実験場所は通研の衛星研究棟のクリーンルームで天井高が 20m 程度あります。
ちょっと写真でわかりにくいのですが、天井裏に特殊なつり下げ装置を設置し、つり下げケー
ブルで反射鏡を浮かせた状態で展開を行っています。
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図 6 3 モジュール展開試験(1997 年 12 月）

図 7 7 モジュール展開試験(1998 年 8 月)
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この反射鏡は、展開状態を初期に設計し、機構解析でちゃんと展開状態から収納できるのか
を詳細に設計していました。つり下げ装置の影響も含めてシミュレーションを行い、マージン
は十分にあることを確認していたのですが、展開状態から収納させていく段階で、部材が破
壊するのではないかと、とてもひやひやしたことを覚えています。
展開型宇宙アンテナを作るために
30 年前にはできなかった展開型アンテナが我が国で製造できるようになった理由は、構造
形式を絞りこんで、性能・機能や製造法、試験法を継続的に改善してきたから、と私は思いま
す。先にも述べたように構造形式（コンセプト）を並べてどちらがよいか○×を客観的につける
ことは大変困難です。私も 1989 年につくった社内レポートで以下のように展開構造を評価し
て展開トラスを選択していますが、全く、我田引水だったと今は思います。
軽量

収納効率

剛性

構造精度

モジュール化

展開トラス

○

○

○

○

○

フープカラム

○

○

△

△

×

展開リブ

○

○

△

△

×

テンシグニティ

○

○

△

△

○

よっぽどの誤解に基づく構造形式は別にして、構造形式の限界性能は詳細設計しないと
分かりませんし、詳細設計には試作を含めて膨大な開発期間とコストがかかります。上の表
でテンシグニティを構造精度や剛性の面から削除していますが、その延長線上には
Astromesh のように構造材と鏡面を同時に作る優れた形式があったのです。展開型宇宙アン
テナのように開発期間もコストもかかるが、宇宙科学、資源探査、通信衛星など様々な宇宙
プロジェクトでキーとなるプロダクトは国家的にリソースを集中してしっかりと国際競争力をつ
けるまで育てる必要があります。我が国の展開型宇宙アンテナは、打ち上げ実績もあり世界
をリードする性能まで育っているのですから、新しい方式によそ見をすることなく今後も是非、
継続して研究開発を続けて頂きたいと思います。
あまり注目されることはありませんが、各種の数学モデルを作るソフトウェアも大きな貢献
をしたと思っています。OOCD（Object Oriented Coordinate Designer）と呼ばれる、衛星搭載
アンテナ統合設計システムです。衛星搭載アンテナは、打ち上げ時等の構造強度に加え、軌
道上での熱環境、電気性能などを評価する必要があります。従来、これらの設計解析ツール
はばらばらに存在するため、構造モデル、電気モデルなどが別々に維持管理されていました。
OOCD では部材やサブコンポーネント、それぞれをオブジェクトと見なして、そのオブジェクト
に各種解析ツール毎のモデル作成メソッドを組み込みました。これにより OOCD のモデル一
つで、各種の計算モデルを維持・管理できます。従来、機械モデルと電気モデルを開発途中
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で同期させることは大変困難でしたが、OOCD 方式ではそれを簡単に実現できます。やった
事のない人には数学モデルを作ることのどこが大変なのかイメージがわかないかもしれませ
んが、展開アンテナの部材数は数百本から数千本で、それが展開した状態で所望の形状に
なるようにそれぞれの部材の長さや角度を決めねばなりません。コンピュータによる設計
（CAD）がなければ設計することは不可能です。OOCD は設計者を利用ターゲットにしており、
設計の柔軟性を高めるため C++でモデルを記述する必要があるため、我々のプロジェクトの
中でも使いこなすことができる研究者はあまり増えませんでした。しかし 1996 年頃に衛星設
計におけるオブジェクト指向プログラミングの有効性を主張したことは先見の明と言えるでしょ
うし,OOCD が無ければ、頻繁な設計変更を各種解析につなげることもできなかったと思いま
す。
アライアンスの模索
1995 年には NASDA で ETS-8 計画が立ち上がり、SCR を継承した ASC の提案するヘキサ
リンク方式での第一次試作が進行していました。国の施策と、通研の方向性を整合させない
と、製造メーカに不要な消耗戦を強いることになります。NASDA、ASC、通研は継続的な人事
交流をしていたので、長期的なビジョン共有を行うこともできました。結果、ETS-8 の反射鏡は
我々の試作品の延長として開発されるようになりました。研究マネジメントがうまく機能してい
たと思います。個別技術では, 結果的にはうまくいきませんでしたが 1996 年に Astro
Research と通研で共同研究スキームを作ろうと画策したこともあります。解析ツールに関して
は、技術的には競合となる海外の解析ソフト会社に共同開発を持ちかけたこともあります。通
研としては市場から所望の性能の装置やソフトウェアを調達でき、そこに開発した技術が活
かされればよかったのですが、相手からすると競合からの共同開発提案ということで戸惑わ
せてしまったようです。こうした交渉は研究者が提供技術の販路もカタログも価格もなく行って
いたので、やや無茶だったことは否めません。
おわりに
私は通研の先輩研究者に”技術に名前をつけるな“と言われました。名前をつけるとその
技術は通研に属するように見えて、製造メーカや他の研究機関で使いにくくなるからだ、とい
うことでした。私達の進めていた展開型宇宙アンテナ技術を、ただの構造機能であるモジュー
ル型とだけ称していたのはこのためです。Muses-B やきく 8 号の実機に搭載され、基本技術
は N-Star シリーズで実用衛星にも活かされ、現在も開発が進められているのは、「名もない」
技術に徹していたからなのかもしれません。■
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CAPITAL PRODUCTS

ASNARO プロジェクトについて
（財）宇宙システム開発利用推進機構 Japan Space Systems
第一技術本部 研究開発技術グループマネージャ（ASNARO担当）
ＩＡＡ（国際宇宙航行アカデミー）会員

三原荘一郎（みはらしょういちろう）

1.

プロジェクトの目的

A

SNARO (Advanced Satellite with New system ARchitecture for Observa on)とは、経済産業省の委託（「小型
化等による先進的宇宙システムの研究開発」）を受けて、ＮＥＣと（財）宇宙システム開発利用推進機構
（Japan Space Systems: J‐spacesystems）が担当している国際競争力を持つ高性能小型衛星システムの研究開発で
す。
平成20年8月27日に施行された宇宙基本法や平成21年6月2日に策定された宇宙基本法案では、宇宙産業の
国際競争力を確保するために、宇宙機器の低コスト化や小型化への取り組みが必要なことと明記されました。
それに対して、本研究開発は平成20年より、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」）のもとで「小型化等による
先進的宇宙システムの研究開発」プロジェクトとして進められ、平成22年
度からは経済産業省のもとで、開発がすすめられてきました。これまでの
観測衛星では、複数の観測センサを搭載し、高い信頼度を持った高価な
大型衛星を長い期間をかけて開発することが主体でした。それに対して、
限定された観測センサを小型衛星に搭載し、高い性能を持ちながら低価
格、短納期を実現しようというものです。（図1に衛星の外観を示します。）
この開発では、衛星を短期間、低コストで実現するための新たな衛星
設計思想（システム開発アーキテクチャ）の確立と、大型商用衛星に匹敵
する高性能を持つ小型地球観測衛星を開発することで国際競争力を養
い衛星のシステム輸出を目指しています。衛星の開発・製造はＮＥＣが担
当し、J‐spacesystems は衛星開発の開発管理や技術委員会および衛星
開発運用活性化活動を行っています。この衛星開発運用活性化活動とし
ては、衛星設計思想（システム開発アーキテクチャ）の確立をめざし、コンソーシアム活動を行っております。また、
衛星単体だけの開発にとどまらず、株式会社パスコ（地上系として別途経済産業省のもとで開発を進めている「可
搬統合型小型地上システムの研究開発」担当）と連携・協力し、国際競争力のある地上系も含めた衛星システム
の構築を目指しています。

2.

衛星概要

開発した衛星は、質量500㎏以下の地球観測小型衛星で、標準的小型衛星バス（300㎏以下）と、高性能搭載
ミッション機器を開発し宇宙実証まで行います。衛星の開発に当たっては、国際競争力の確保を目標とし、図2に
示すように、光学性能（パンクロでの光学分解能(GSD: Ground Sampling Distance)）が50ｃｍ未満（直下目標）とい
Space Japan Review, No. 80, June/July/August/September, 2012

1

う1トン以上の大型衛星にも比肩する性能を実現しています。現在、商用地球観測衛星として活用されている
WorldViewやGeoEyeのような、高性能、重量衛星に匹敵する性能を目標として開発を進めてきました。
図３に衛星の軌道、表1に衛星の性能諸元を示します。衛星は高度504㎞の太陽同期軌道を取り、準回帰日数
43日、サブサイクル5日で観測を繰り返します。（同一地点の直下観測は、43日周期になりますが、観測は5日毎
に可能な軌道になります。）赤道上の観測点は、常に太陽時刻が同じ時刻になります。 （太陽時刻が12時という
ことは、赤道上で太陽が南中する時刻に衛星が赤道上を通過するという意味です。この衛星の場合には、この時
刻が11時になります。）
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開発目標として、バス部の質量が300㎏という指標がありますが、表1に示すように、推薬の最大搭載可能質
量45㎏、それ以外のバス質量250㎏となっており、300㎏以下の質量を実現しています。ミッション機器のうち光学
センサは、高分解能のパンクロマティックセンサだけでなく、6バンドのマルチセンサ（可視から近赤外領域の観
測、分解能（ＧＳＤ）は直下目標2ｍ以下）により、災害監視、資源探査、植生分析等にも有効な観測が可能です。
データ伝送については、最新の商用大型観測衛星と同様の、約800Mbpsの高速データ通信方式を採用していま
す。（Ｘバンド、16相QAM）
撮像は、衛星全体の姿勢を回転させることにより、直下プラスマイナス45度の範囲の観測が可能となっていま
す。観測モードは、図4に示すように、基本モードとしてスナップショット撮像（特定の場所の観測）、ストリップマップ
撮像（衛星の移動に合わせて姿勢を固定させて撮像）、広域撮像（進行方向、直下方向、進行逆方向と姿勢を変
えて広域を撮像）、３Ｄ撮像（進行方向と、進行逆方向で撮像）、応用モードとして進行ななめ方向を撮像するス
キューショット撮像、高Ｓ／Ｎ撮像（露光時間を増やし撮像）等があります。
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観測モードを応用すると図5のような、重要地域（この場合は東北地方の海岸地域）の観測が可能になる。これ
は、直下観測だけでなく、斜め方向の観測も可能であるため、海岸線を中心にした重要地減の高分解能観測も可
能です。
衛星の構成の特徴は、衛星内部のインタフェースでスペースワイヤ技術を適用していることで、今後の各種ミッ
ション機器への対応の容易さ、システム拡張性を実現します（図6）。今後は、スペースワイヤインタフェースを採用
する外部機器が増えれば、宇宙機器におけるプラグインプレイも実現できるようになります。現在、衛星の開発は
最終段階に移行しており、現在、軌道実証に向けた準備を実施中です。
今後はさらに、宇宙実証による設計評価と、海外への衛星・衛星システム輸出を図り、海外も含めた複数衛星
コンステレーションを実現することが目標になります。
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3.

衛星開発運用活性化活動

「小型化等による先進的宇宙システムの研究開発」におけるもう一つの柱である「衛星設計思想（システム開発
アーキテクチャ）の確立」は、衛星開発運用活性化活動として実施しています。 短納期、低コスト、自動自律化の
実現を目指して、3つの作業部会で、8つの課題を検討し、今後の産業化を目指した宇宙システムに適用しようと
いうものです（表2）。
この中で、特にネットワーク導入においては、ＪＡＸＡ（宇宙研）やSpaceWireUser会の協力のもと、スペースワイ
ヤ試験センターを開設することができました。この試験センターは、スペースワイヤ技術の宇宙産業界への普及
と、新規企業・中小企業等へのスペースワイヤ技術支援・試験設備の提供を図り、ノウハウの蓄積と共有の場を
提供します。クリーンルーム、スペースワイヤ機器の標準試験環境、スペースワイヤ機器開発環境、次世代ス
ペースワイヤ試験環境を整備し、スペースワイヤを適用している機器のインタフェース確認試験や、ソフトウエア
の確認ができます。（設備は、シマフジ電機の工場内に設置し、J-spacesystemの管理下で運用意しています。）
また、民生機器の宇宙搭載へのスクリーニング方法として、高加速寿命試験（HALT試験）の適用の可能性と、効
果についての検討も行ってきました。通常の試験環境よりも過酷な温度環境や、振動環境、複合環境によって試
験を実施することにより、早い段階で、設計の弱点・限界点を見つけることができ、いくつかの潜在的な構成品に
対して試験を実施しています。
これらの諸活動を含めた衛星開発運用活性化活動の成果をまとめるべく活動中です。

4.

（財）宇宙システム開発利用推進機構について

財団法人宇宙システム開発利用推進機構（Japan Space Systems：J-spacesystems）は、平成24年3月30日
に、主に経済産業省管轄の3つの財団法人が合併し発足した財団です。合併した3つの財団は、①財団法人無人
宇宙実験システム研究開発機構（ＵＳＥＦ）、②財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構
（JAROS）、③財団法人資源・環境観測解析センター（ERSDAC）です。これまで、それぞれの団体で①宇宙環境
利用のインフラの開発、宇宙機器の低コスト化のための活動、宇宙太陽発電、空中発射システム並びに高性能
小型地球観測衛星の実現等の推進活動（旧ＵＳＥＦ）、②JERS-1のOPS・SARの開発、ASTER並びにALOS搭載
のPALSARセンサの開発、並びに微少重力環境利用の推進活動（旧ＪＡＲＯＳ）、③JERS-1、ASTER、並びに
PALSARの地上システムの開発・運用と、同データの資源探査や環境保全への利用研究やその成果の推進活動
を進めてまいりました。今後は、これまでの業務や衛星搭載センサＨＩＳＵＩの開発利用をそれぞれ第一技術本部、
第二技術本部、第三技術本部として継続していくほか、合併による相乗効果を生かし、さらに社会に貢献できる新
しい業務分野を開拓していく所存です。宇宙機システムから、地上システム、地上データ処理さらには利用促進ま
で総合的な業務がカバーできますので、国際的なシステム輸出や海外協力等の分野への発展に取り組み、宇宙
産業の国際化、産業活性化の一助となる活動をさらに進めていきます。（新事務所は、東京タワーの隣の機械振
興会館６階です。）■

Space Japan Review, No. 80, June/July/August/September, 2012

5

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
－早期地震検知システムにおける衛星通信の役割－

磯

彰夫

Space Japan Review誌：CS「さくら」を用いる国鉄（現在のJR）業務用衛星通信システム実験が、昭和５５年
から昭和５６年にかけて、国鉄の鉄道技術研究所（現在の公益財団法人鉄道総合技術研究所）構内国鉄
可搬局と、電波研究所（現在のNICT）鹿島局及び小金井局との間で行われました（CS実験総合報告書、昭
和５８年3月、宇宙通信連絡会開発実験部会参照）。地上通信の不感地域や地上通信バックアップのため、
地震を常時監視・検出し、地震警報情報をリアルタイムで伝送する衛星通信システム例を前回紹介してい
ただきました（Space Japan Review 4 & 5 No.79, April/May2012 http://satcom.jp/79/index.html参照）。
2011．3．11地震・津波災害時における東北新幹線の早期地震検知システムについて説明してください。

磯氏： 地震発生時に、阪神大震災後の1998年に導入した「新幹線早期地震検知システムが作動し、大きな
揺れが来る12～15秒前に、宮城県石巻市金華山にある地震計が初期微動を検知し、東北新幹線で営業運
転中の27本すべての列車を減速させ、停止させた」と報じられています
（http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120614/233336/?P=1）。
新幹線早期地震検知システム概念を図１に示します（http://www.catuhweb.com/kinnkazann/ http://
business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120614/233336/?P=2, http://www.sdr.co.jp/img_what_sdr/

東北新幹線

石巻市金華山
（ http://image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF‐
8&p=%E9%87%91%E8%8F%AF%E5%B1%B1#mode%3Dde
tail%26index%3D682%26st%3D26130を参考に作成）

金華山

12～15秒

・新幹線では沿線や海岸に地震計を
97カ所設置している。主要動より先に
来る初期微動を地震計が検知すると、
架線への送電を自動的に停止する。
送電が停止されると列車に自動的に
非常ブレーキがかかる
・最高速度である300キロメートルで
走っていた場合、ブレーキをかけてか
らの制動距離は4キロメートル

（http://www.catuhweb.com/kinnkazann/http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120614/233336/?P=2
http://www.sdr.co.jp/img_what_sdr/gyoumu_ure.html
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd‐rom/2010cd‐rom/earth2010_disc1/program/PDF/H‐DS023/HDS023‐10.pdf
http://pari.u‐tokyo.ac.jp/event/policy_discussion/pari110610_rail.pdを参考に作成）

図１ 早期地震検知警報システム概念
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gyoumu_ure.html, http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2010cd-rom/earth2010_disc1/program/PDF/HDS023/HDS023-10.pdf, http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/policy_discussion/pari110610_rail.pd参照）。
地震が発生した場合、まず初期微動（Ｐ波）が地表に到達し、その後、数秒（～十数秒）遅れて主要動（Ｓ
波）が 到 達 し ま す。早 期 地 震 警 報 シ ス テ ム の Ｐ 波 警 報 処 理 時 間 の 変 遷 例 を 図 ２ に 示 し ま す（http://
www.sdr.co.jp/img_what_sdr/gyoumu_ure.html参照））。ユレダス（Urgent Earthquake Detection and Alarm
System）は初期微動（Ｐ波）を検知し1～3秒、フレックル（FREQL）は最短0.1秒で警報を発信します。これに
より、主要動が到達するまでの数秒（～十数秒）の間に、安全を確保するための対策を講ずることが可能と
なります。
新幹線では沿線や海岸に
・ユレダス（Urgent
地震計を97カ所設置していま
Earthquake Detection
す。主要動より先に来る初期
and Alarm System）は初
微動を地震計が検知すると、
期微動（Ｐ波）を検知し1
架線への送電を自動的に停
～3秒、フレックル
止します。送電が停止される
FREQLは最短0.1秒で警
と列車に自動的に非常ブレー
報を発信します。
キがかかります。ブレーキの
動作にかかる1秒の差が明暗
分けます。安全を守るために
は、地震が来たら列車を止め
るのが鉄則です。最高速度で
ある300キロメートルで走って
いた場合、ブレーキをかけて
からの制動距離は4キロメート
ル で 最 高 速 度 の1.3％（＝
図２早期地震警報システムのＰ波警報処理時間の変遷例
（http://www.sdr.co.jp/img_what_sdr/gyoumu_ure.htmlを参考に作成）
100×4÷300）の制動距離が必
要となります。
地震が来たときに一刻も早く列車を止めるため、新幹線では運転士の判断は介さずに自動的に非常ブ
レーキをかけます。これまでは車上のATC（自動列車制御）装置が送電停止を感知していましたが、2009年
3月までに、新たに停電検知装置を設けて非常ブレーキの動作にかかる時間を4秒から3秒に減らしました。
この結果、「大きな揺れが来る12～15秒前に、宮城県石巻市金華山にある地震計が初期微動を検知し、東
北新幹線で営業運転中の27本のすべての列車運転を減速させ、止めました」。
衛星通信伝搬遅延時間は地上通信伝搬遅延時間と比較して長いので、電話網における衛星通信利
用は限られるとの指摘が行われていました。P波警報処理時間（0.1秒から3秒）後の安全を確保する
ための対策措置時間に占める衛星通信伝搬遅延時間と東北新幹線早期地震検知システム作動開始
からすべての列車を止めるまでの時間12～15秒との比較を説明してください。
東北新幹線早期地震検知システムの地震検知・警報処理装置
（http://www.sdr.co.jp/index.html参照）が設置されている金華山
は、東北新幹線の東約60㎞（地上無線通信見通し内電波伝搬
遅延時間0.2ms=60㎞÷30万㎞/秒）の石巻市牡鹿半島の東南
約１kmの海上にあります。金華山における地上携帯電話サービ
スエリアと不感地域例を図3に示します（http://www.city. ishinomaki.lg.jp/osika/sangyokanko/kinkasan.jsp参照）。
金華山の太平洋岸は地上携帯電話の不感地域です。他方、
牡鹿半島側は地上携帯電話サービスエリアです。金華山におけ
る衛星通信は、太平洋岸エリアは平常時通信サービス機能また
牡鹿半島側エリアは非常災害時における地上携帯電話バック
アップ機能を果たします。

図３ 金華山における地上携帯電話
サ-ビスエリアと不感地域
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低高度イリジウム衛星66機編隊通信
静止衛星通信及び低高度イリジ
静止衛星通信
ウム衛星66機編隊通信の構成と電
波伝搬遅延時間計算例を図４に示
S8
します。
S1
S7
赤道上空高度約36,000kmの静止
衛星通信サービスエリアにおいて，
STATION3
S2
地震検知・警報処理装置出力信号
S3
S6
は、国 際 標 準IEEE802.15-WPAN
S5
S4
～30度
S1
S2
（http://www.ieee802.org/15/参照）や
5度
85度
4.3ms
IEEE802.11-WLAN（http://ieee802.
270ms
5度
STATION2
STATION1
地球局端末
地球局端末
org/11/参照）規格 の無 線 接続 によ
り、国際標準ITU-R規格の送信地球
世界規模低高度衛星通信伝搬遅延時間Tｇ（LEO）
≒4.3ms＋7×2×4.3ms×cos5度＋4.3ms
世界規模静止衛星通信伝搬遅延時間Tｇ（GSO）
局端末に入力されます。国際標準
=8.6ms+7×2×4.3ms×0.996＝8.6ms＋59．95ms
≒270ms＋270ms×cos30度×2＋270ms
=68.5ms
＝810ms
ITU-R規格の送信地球局端末から
（http://celestrak.com/columns/v04n07/http://www.iridium.com/About/IridiumNEXT.aspx?section=A%20Unique
の出力信号は静止通信衛星１機を
%20Constellationhttp://www.thuraya.com/products/voice/thuraya‐sgを参考に作成）
経由して、国際標準ITU-R規格の受
図４静止衛星通信及び低高度衛星編隊通信の構成
信地球局端末に入力されます。地
と電波伝搬遅延時間計算例
震検知・警報処理受信信号は、国
際 標 準IEEE802.15-WPAN（http://www.ieee802.org/15/参 照）やIEEE802.11-WLAN（http://ieee802.org/11/
参照）規格の無線接続により、送電停止装置及び列車停電検出装置に配信され、列車ブレーキが作動しま
す。地球局送信端末からの出力信号は静止通信衛星１機を経由して、地球局受信端末までの伝搬遅延時
間が片方向シングルホップ伝搬遅延時間です。静止衛星通信サービスエリア内の片方向シングルホップ伝
搬 遅 延 時 間Tｒ（GSO）はTｒ（GSO）＝270 msで す（http://www.satellitetoday.com/via/features/MinimizingLatency-in-Satellite-Networks_31811.html参照）。
地上高度約780km、軌道傾斜角86度の低高度イリジウム衛星66機編隊通信は、マルチスポットビーム通
信です。スポットビームサービスエリア内（例えばS1スポットビームサービスエリア内）において、地震検知・
警報処理装置出力信号は、国際標準IEEE802.15-WPAN（http://www.ieee802.org/15/参照）やIEEE802.11WLAN（http://ieee802.org/11/参照）規格の無線接続により、国際標準ITU-R規格の送信地球局端末に入力
されます。国際標準ITU-R規格の送信地球局端末からの出力信号は低高度イリジウム通信衛星１機を経
由して、国際標準ITU-R規格の受信地球局端末に入力されます。地震検知・警報処理受信信号は、国際標
準IEEE802.15-WPAN（http://www.ieee802.org/15/参 照）やIEEE802.11-WLAN（http://ieee802.org/11/参 照）
規格の無線接続により、送電停止装置及び列車停電検出装置に配信され、列車ブレーキが作動します。
送信地球局端末からの送信信号が、低高度イリジウム通信衛星１機を経由して、受信地球局端末で受信
するまでの、片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tr(LEO)はTr(LEO)＝4.3msで、静止衛星通信サービスエ
リア内の片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｒ（GSO）（＝270 ms）の1.5％です（http://www.satellitetoday.
com/via/features/Minimizing-Latency-in-Satellite-Networks_31811.html参照）。
電波伝搬遅延時間の静止衛星通信
表１ 電波伝搬遅延時間の静止衛星通信と
と低高度衛星編隊通信と比較例を表１
低高度衛星編隊通信と比較例
に示します。
東北新幹線早期地震検知システム
項目
静止衛星通信
低高度衛星編隊通信
作動開始からすべての列車を止めるま 片方向シングルホップ構 STATION3サービスエリア S１スポットビームサービスエリ
に地震計が設置され、同 アに地震計が設置され、同じS1
での時間Tsafe=12秒対静止衛星通信 成例
じSTATION3サービスエリ スポットビームサービスエリア
伝 搬 遅 延 時 間Tr（GSO）（=270ms）＝
で高速列車が営業運転中の
アで高速列車が営業運
１：0.022及びTsafe（=12秒）対低高度イ
ケース
転中のケース
リジウム衛星66機編隊通信伝搬遅延 P波警報処理時間Tp（ms） 100～3,000
100～3,000
時 間Tr（LEO）（=4.3ms）＝1：0.00035と 伝搬遅延時間Tr(ms)
Tr（GSO）=270
Tｒ（LEO１）=4.3
なり、衛星通信伝搬遅延時間は早期 東北新幹線早期地震検 Tsafe対Tr（GSO）
Tsafe対Tr（LEO1）
＝12対0.0043
地震検知システム作動開始からすべ 知システム作動開始から ＝12対0.27
＝1対0.00035
＝1対0.022
すべての列車を止めるま
ての列車を止めるまでの時間に比べて
での時間Tsafe（r）=12秒と
100分2以下の値となります。
の対比
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日本から見て、地球の裏側チリで1960年（昭和35年）5月23日午前4時11分（日本時間）に発生した地震
は、日本でも松代地震観測所（長野県）をはじめ、全国の地震計で23日午前4時30分ころから約3時間半に
わたって異常に大きな地震が記録されました。チリで4時11分に発生した本震の初動は、チリから日本に約
20分で到達したことになります。そして、地震発生15分後に約18ｍの津波がチリ沿岸部を襲い、約17時間
後には約10.7ｍの津波がハワイ諸島を、22.5時間後に2～6ｍの津波が日本を襲いました。本震の初動が
チリから日本に到達する時間約20分と世界規模の衛星通信伝搬遅延時間との比較を示してください。
世界の地震災害予測図
例を図５に示します（http://
www.bo-sai.co.jp/chirijisin
tunami.html, http://0.tqn.
com/d/geology/1/0/q/j/1/
worldseismap.png, http://
geology.about.com/od/seisha
zardmaps/ss/World-SeismicHazard-Maps_20.htm参
考）。
環太平洋の東アジア、南
北アメリカの太平洋側の多く
は、High Hazard 及びVery
High Hazard 地域です。日
本列島は太平洋岸及び日
本海岸のほとんどがHigh
Hazard 及びVery High Haz（http://www.bo‐sai.co.jp/chirijisintunami.html
ard 地域です。他方、朝鮮半
http://0.tqn.com/d/geology/1/0/q/j/1/worldseismap.png
http://geology.about.com/od/seishazardmaps/ss/World‐Seismic‐Hazard‐Maps_20.htmを参考に作成）
島のほとんどがLow Hazard
図５ 世界の地震災害予測図例
地域です。
世界規模の静止衛星通
信システムは最小3機の静止通信衛星から構成されます（http://celestrak.com/columns/v04n07/参照）。地球
局送信端末（STATION3サービスエリア）および地球局受信端末（STATION2サービスエリア）が異なる
サービスエリアにある場合、地球局送信端末（STATION3サービスエリア）の出力信号はSTATION3衛星と
STATION2衛星と中継して、地球局受信端末（STATION2サービスエリア）で受信されます。
世界規模の静止衛星通信片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（GSO）は次式で表されます。
世界規模の静止衛星通信片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（GSO）
Tg（GSO）≒270ms＋270ms×cos30度×2＋270ms＝810ms
世界規模静止衛星通信片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（GSO）
Tｇ（GSO）＝810ms＝3×静止衛星通信サービスエリア内の片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tr
（GSO）（＝270 ms）
地球局送信端末（STATION3サービスエリア）および地球局受信端末（STATION2サービスエリア）が異
なるサービスエリアにある場合の世界規模の静止衛星通信片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（GSO）
＝810msは、静止衛星通信サービスエリア内の片方向シングルホップ伝搬遅延時間のTｒ（GSO）＝270 ms
の3倍となります。
世界規模の低高度イリジウム衛星通信は8機の通信衛星を中継し、片方向シングルホップ伝搬遅延時間
Tg（LEO）は次式で表されます。
世界規模の低高度イリジウム衛星通信片方向シングルホップ伝搬遅延時間Tg（LEO）
Tg（LEO）≒4.3ms＋7×2×4.3ms×cos5度＋4.3ms
=8.6ms+7×2×4.3ms×0.996＝8.6ms＋59．95ms
=68.5ms
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世界規模の低高度イリジウム衛星通信片
表2 世界規模電波伝搬遅延時間の静止衛星通信
方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（LEO）
と低高度衛星編隊通信と比較例
はTｇ（LEO）＝68.5ms＝15.9×片方向シングル
項目
静止衛星通信
低高度衛星編隊通信
ホップ伝搬遅延時間Tr(LEO)（＝4.3ms）です。 片方向シングルホップ構 ・STATION3サービスエリア ・S１スポットビームサービスエ
世界規模の低高度イリジウム衛星通信片 成例
に地震計が設置され、隣接 リアに地震計が設置され、S8
のSTATION2サービスエリア スポットビームサービスエリア
方向シングルホップ伝搬遅延時間Tｇ（LEO）
で高速列車が営業運転中 で高速列車が営業運転中の
は、（＝68.5ms）は世界規模の静止衛星通信
のケース
ケース
・データ中継衛星数は２機
・データ中継衛星数は８機
片 方 向 シ ン グ ル ホ ッ プ 伝 搬 遅 延 時 間Tｇ
P波警報処理時間Tp（s）
0.1～3
0.1～3
（GSO）（＝810ms）の8.4％です。
Tｇ（GSO）=0.81
Tｒ（LEO1‐8）=0.0685
本震の初動がチリから日本に到達する時 伝搬遅延時間Tｇ(s)
Tar対Tｇ（GSO）
Tar対Tr（LEO1‐8）
本震初動がチリから日本
間約20分と世界規模の衛星通信伝搬遅延時
＝1200対0.81
＝1200対0.0685
までに到達する時間
間との比較例を表２に示します。
Tar=20分
＝1対0.00067
＝1対0.000057
本震の初動がチリから日本に到達する時 =1,200s=との対比
間Tar=20分＝1,200s対静止衛星通信伝搬遅
延時間Tg（GSO）（=0.81s）＝１対0.00067 及びTar（=1,200s）対低高度イリジウム衛星66機編隊通信伝搬遅
延時間Tg（LEO1-8）（=0.0685s）＝1：0.000057となり、世界規模の衛星通信伝搬遅延時間は本震の初動が
チリから日本に到達する時間に比べて1000分7以下です。
新幹線早期地震検知システムの安全輸送効果を数値化にするために、「新幹線早期地震検知シス
テム」が不具合・故障し、新幹線が脱線転覆等により人身事故が発生した場合の人的資源活用機会
損失額を試算してください。
先ず、死亡保険金に関しては、2010（H22）
1,000,000
0.5449
y = 2961.5x
年度の死亡保険金の支払総額は2兆7,435億
2
R = 0.4997
100,000
円 で、支 払 件 数 が103万 件 と な っ て い ま す
（http://www.seiho.or.jp/data/statistics/trend/
収益($mil.)
10,000
利益($mil)
pdf/all.pdf参照）。これには満期保険金が含
累乗 (収益($mil.))
1,000
まれていませんので、純粋に死亡した人に対
累乗 (利益($mil))
0.4406
y = 264.52x
して支払われた金額ということになります。平
2
100
R = 0.0325
均すると1件あたり266万円/件になります。
10
なお、死亡保障がメインの共済では、「病
0
200
400
600
800
気死亡の場合には400万円、不慮の事故死
従業員数（千人）
亡の場合には800万円、交通事故死亡の場
・従業員数に対する収益をべき乗回帰線で近似
合には1200万円」のように死亡原因によっ
・従業員数に対する収益の相関係数はO.70で，かなりの相関がある
・従業員数53千人の収益計算値は26，460＄mil.
て、支払われる保険金に差が付けられてい
・従業員数109千人の収益計算値は39，020＄mil.
・従業員数204千人の収益計算値は54，891＄mil.
ま す（http://1hoken.net/7/47/000481.html 参
・従業員数384千人の収益計算値は77，745＄mil.
照）。
・従業員数に対する利益の相関係数はO.１で，ほとんど相関がない
次に、1人当たり県民所得の全国平均は
(FORTUNE July,2009を参考に作成）
291.6万円/人/年です（http://www.stat.go.jp/
図6 世界の電機・コンピュータ・半導体企業32社収益
data/nihon/03.htm参照）。1世帯当たり人員は
と従業員数との関係（2009年）
2.4（人 / 世 帯）（http://www.stat.go.jp/data/
nihon/02.htm参照）ですので、世帯当たり県民所得全国平均は291.6（万円/人/年）×2.4（人/世帯）＝699.8
万円/世帯/年となります。
さらに、世界の電機・コンピュータ・半導体企業上位32社の収益Y($mil.)と従業員数X(千人)/年との関係
(2009年)を図６に示します。また、世界の電機・コンピュータ・半導体企業上位32社の収益Y($mil.)と従業員
数X(千人)/年との関係はべき乗回帰線で近似できます。
収益Ｙ（＄mil.）=2,961.5X(千人）０．５４４９
（フ ォ ー チ ュ ン・グ ロ ー バ ル500http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%
E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%
83%90%E3%83%AB500 参照）。
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10,000,000
従業員数に対する収益の相関係数R
はR=0.70で，かなりの相関があります。
1,000,000
従業員数53千人の企業収益のべき乗回
乗客数（人）
帰線値は26，460＄mil./年で、従業員千
100,000
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499$mil./千人/年となります。
新幹線営業運転中の列車乗客数は次
世界の電機・コンピュータ・半導体企業32社
収益換算（＄mil）
1,000
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に全員死亡事故が発生した場合の乗客死者数は４,５５３人
- 生命保険金支払い換算人的資源損失額は１２１億円、
E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%
- 県民所得換算の人的資源機会損失額は１３２億円/年、
8A参照）及び新幹線列車本数に対して、 - 世界の電機・コンピュータ・半導体企業上位32社収益のべき乗回帰線換算の人的資源機会損失額
６，７６４（＄mil）×７９．４（円/ドル）＝５,３７０億円/年
生命保険金支払い額、県民所得/年及び
世界の電機・コンピュータ・半導体企業上
図７新幹線列車事故による人的資源活用
位32社の収益べき乗回帰線値/年に換
機会損失額の試算例
算した、新幹線列車事故による人的資源
活用機会損失額の試算例を図7に示します。
新幹線列車営業運転中27本の30％の新幹線列車8本が全員死亡事故を発生した場合は、新幹線編成
定員が813人/本、乗車率70％の時は、乗客死者数は4，553人（＝813人/本×0.7×0.3×２７本＝813人/本
×0.7×８本）に達し、生命保険金支払い換算の人的資源損失額は121億円、県民所得換算の人的資源活
用機会損失額は132億円/年、及び世界の電機・コンピュータ・半導体企業上位32社収益のべき乗回帰線
換算の人的資源活用機会損失額は6，764（＄mil）×79.4（円/ドル）＝5，370億円/年と試算されます（http://
www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/kawase2012/kouji-rate20120701-0707.pdf参照）。
また、県民所得換算の人的資源活用機会損失額は、新幹線乗車県民が事故後、事故前と同様に継続
し、所得に寄与することが考えられますので、132（億円/年）×所得に寄与する期待年数に増加します。
さらに、世界の電機・コンピュータ・半導体企業上位32社収益のべき乗回帰線換算の人的資源活用機会損
失額は、新幹線乗車従業員が事故後、事故前と同様に継続し、事業収益に寄与することが考えられますの
で、5，370（億円/年）×事業収益に寄与する期待年数に増加します。

3.11地震・津波において、東北新幹線安全輸送への寄与が実証された早期地震検知システムは、
種々の波及効果が期待されます。早期地震検知システムの拡大応用例を示して下さい。
早期地震検知システムは、災害現場におけるレスキュー隊の余震等における２次災害の防止や、半導
体工場、プロ野球のスタジアムなどに導入されています（http://www.sdr.co.jp/img_what_sdr/gyoumu_ure.
html参照）。
「２０１１年3月１１日午後、千葉県市原市五井海岸のコスモ石油千葉製油所の高圧ガス施設でガスタンク
が落下し、下にあったガス管が破裂して爆発炎上した事故で、３０代の男性がやけどをするなどして計３人
が重軽傷を負った。」ことが報道されました（http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110311/dst110311205501
86-n1.htm http://www.youtube.com/watch?v=SRUpJ3CAcYA参照）。その後、千葉県石油コンビナート防災
アセスメント検討会報告書（2011年11月）は 冷却散水設備の早期作動が液化石油タンク等の爆発現象へ
の遅延や抑制に有効であることを述べています（http://www.pref.chiba.lg.jp/shoubou/jouhoukoukai/shingi
kai/documents/2-7taishintaisaku.pdf#search='千葉%20震災%20石油コンビナート'参照）。
今後、早期地震検知システムを利活用する遠隔無人操作が可能な冷却散水設備等の整備施策の加速
が望まれます。
日本の人工透析患者は約29万人。2011．3.11地震・津波の被害が著しかった岩手、宮城、福島の3県に
は、約1万2000人の透析患者がいました。人工透析は腎臓の機能が低下し、自力で血中の老廃物を濾過で
きない腎不全の慢性腎臓病患者が行う治療です。
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腎臓の機能が低下したまま放置すると、尿毒症など深刻な事態を起こす可能性があるので、透析は通常
１回４時間の治療を週に3回欠かさず行うことが必要となります。（http://www.toyokeizai.net/business/
society/detail/AC/c67decbbf859123c33beec11290bc5c2/参照）。
実際に透析に何らかの支障が生じるような大災害が起きた時に停電等によって透析を中断せざるを得な
くなった場合にあわてないために、人工透析患者の危機管理行動指針例として「 ① 自分が今使用している
透析装置は、停電の時、血液ポンプ、注入ポンプを電池で運転することができる。② 従って停電の時、自
動的に電池運転に切り替わる。③ 満充電状態での運転可能時間は約４０分。」などがあります（http://
www.nininkai.com/kikikanri.htm参照）。
今後、早期地震検知システムを利活用する遠隔自動操作により、最低限１回４時間/2日、3日間（Space
Japan Review 2 & 3No.78, February / March 2012 http://satcom.jp/78/spacejapaninterviewj.pdf参照）治療が
可能な自立電源装備の人工透析施設整備施策の加速が必要です。
さらに、早期地震検知システムは、High Hazard 及びVery High Hazard 地域である東アジア太平洋沿
岸、南北アメリカの太平洋沿岸、中央アジア、中近東及び地中海沿岸地域における振興普及施策整備が
喫緊の課題となっています。
次回は「衛星通信自立電源用太陽光発電システムの潜在的市場規模の試算例」についてお話しい
ただきます。ありがとうございました。■
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SPACE JAPAN MILESTONE
第一期水循環変動観測衛星「しずく」（GCOM-W1）の本格運用の開始
宇宙航空研究開発機構（JAXA）

森

宗明

第

１期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1)の GCOM とは Global Change Observation Mission
の略であり、W は Water の略である。水循環メカニズムを解明するため、衛星による全地球規模
での長期間（10～15 年程度）観測を継続して行えるシステムを構築し、観測データを気候変動

の研究や 気象予測、漁業などに利用する有効性を実証することがミッションの目的である。GCOM-W1 は、
水循環変動観測衛星シリーズの第１期の衛星である。
「しずく」（写真 1）は、2012 年 5 月 18 日 1 時 39 分（日本標準時）、H-IIA
ロケット 21 号機（H-IIA・F21）により種子島宇宙センター吉信射点から打ち
上げられた。H-ⅡA ロケット 21 号機には、「しずく」の他に韓国の多目的実
用衛星 3 号機(KOMPSAT-3)及びロケットの打ち上げ能力の余裕を活用し
た 2 基の小型副衛星（「小型実証衛星 4 型（SDS-4）」、「鳳龍弐号」）が搭載
されており、全ての衛星が問題なく分離され所定の軌道に投入された。
「しずく」の観測軌道は、高度約 700km、昇交点を通過する地方平均太
陽時は 13 時 30 分付近である。観測軌道の特徴は JAXA として初めて、
NASA 主導の地球観測衛星のコンステレーション（衛星群）である A-Train
(The Afternoon Constellation、図 1）の隊列に参加したことであり、Aqua(米
NASA)、CloudSat(米 NASA)、CALIPSO(米 NASA /仏 CNES)、Aura(米

写真 1 機体公開時の｢しずく｣

NASA)とともに同一軌道に隊列を組むことにより、色々なセンサで地球の同一地点をほぼ同じ時刻（約 10
分以内）に観測を行うことが可能である。「しずく」 は 2012 年 6 月 29 日に実施した軌道制御の結果、
A-Train 軌道の所定の位置に投入されたこと
を確認した。
「しずく」が搭載するセンサは、高性能マイ
クロ波放射計 2（AMSR2）である。AMSR2 とは、
7GHz 帯から 89GHz 帯までの 6 周波数帯を、
各々垂直偏波及び水平偏波で観測するマイク
ロ波放射計であり、地表及び大気から自然に
放射される微弱な電波をマルチバンドで受信
することにより、水(H2O)に関する様々な物理
量（水蒸気量、降水量、海面水温、海上風、海
氷など）を取得することができる。「しずく」は、

図 1 A-Train 軌道と｢しずく｣ （NASA 提供）
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マイクロ波放射計用の衛星搭載アンテナとしては世界最大の直径 2m のアンテナ部分が 1.5 秒間に 1 回転
のペースで地表面を円弧状に走査し、1 回の走査で約 1,450km もの幅を観測する。この走査方法により、
AMSR2 はわずか 2 日間で地球上の 99%以上の場所を昼夜 1 回ずつ観測することができる。「しずく」は
A-Train 軌道に投入された後、AMSR2 のアンテナ部を毎分 40 回転まで回転数を上げ、2012 年 7 月 3 日よ
り地球の観測を開始した。
図 2 は 7 月 3 日 9 時頃～7 月 4 日 9 時頃(日本時間)にかけての約 1 日間に AMSR2 が地球全体を観
測した疑似カラー画像である (89.0GHz 垂直・水平偏波及び 23.8GHz 垂直偏波の輝度温度を使用)。

図 2 AMSR2 による地球全体の疑似カラー合成画像（7 月 3 日初画像）
図 3 は、2012 年 8 月 24 日に観測された北極域の海氷密接度分布である。白色が濃い領域は海氷に覆
われていることを示し、海は青色、陸地は灰色、観測されていない領域は黒色で表されている。
近年、北極海航路が注目されているが、ロシア沿岸を航行する
北東航路、およびカナダ・アラスカ沿岸を航行する北西航路のいず
れについても、北極海航路のほとんどで海氷がなくなっている。 今
年の北極海氷は観測史上最速で縮小し続けており、AMSR2 の観測
結果から 8 月 24 日の面積値が 421 万 km2 となり、2007 年 9 月 24
日に記録された衛星観測史上最小面積（425 万 km2）を 1 ヶ月も早く
更新したことを確認した。
「しずく」は AMSR2 の観測画像データ取得と並行して衛星機器の
初期機能確認運用を行い、衛星の機能性能に問題がないことを確
認した。衛星は初期段階を終了し 2012 年 8 月 10 日に定常観測運
用へ移行した。今後は、地上観測データとの比較などによるデータ

図 3 AMSR2 が捉えた北極域の 2012 年

の精度確認やデータ補正等を行い、初期校正検証を実施する予定

8 月 24 日の海氷密接度分布

である。■
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