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世界のCEOに聞く

Dr. PHẠM ANH TUẤN
ベトナム国家衛星センター所長
お忙しい中、私どものインタビューをお引き受けいただきありがとうございます。米国航空宇宙学会
（AIAA）通信システム技術委員会（CMSTC）サブ委員会である日本衛星通信フォーラム（JFSC）の活動
にご協力ありがとうございます。JFSCではウェブ雑誌Space Japan Reviewを発行しております。このコラ
ムの「世界のCEOに聞く」では、世界の通信衛星開発製造業社、衛星通信事業社のCEOクラスの方々に
経営戦略や抱負をうかがって、AIAA会員やSJR読者の参考とさせていただいております。
SJR: ベトナムでは2020年までの航空宇宙分野における戦略的長期計画を策定されたとお聞きして
います。この計画の概要を、例えば重要性、策定事情、概要等をお話しいただけますか。またこの
計画の進捗状況を、例えば何が遂行されたか、将来何が実現されるかについてお話しいただけま
すか。
Dr. Pham Anh Tuan :
ベトナムの工業化・近代化と持続可能な社会経済的発展に寄与する「宇宙技術」の研究及び応用を
活性化するために、2002年、ベトナム政府はベトナム科学技術研究所（VAST）を指名して、科学技術省
及び関連する省庁等との調整、ベトナムにおける「宇宙技術」の戦略と開発計画の策定を行わせること
としました。
2006年6月、首相は「2020年までの宇宙技術研究・応用戦略」を承認しました。これはベトナムの社会
経済的な発展を目指して、2020年までの宇宙技術応用の目標、内容、解決策を策定するものです。この
戦略の全体的なコンセプトは、国際的ステータス、科学技術力や国家権力を強化するための国家安全
保障に加えて、社会経済的な発展、天然資源管理、環境・自然災害監視の業務を実際的かつ効果的に
実行することです。この戦略の重要なタスクの一つは、自然災害の危険性を予測し減少させ、天然資
源、自然環境や国家の安全を保護するために、ベトナムが、2020年までに地球観測衛星を設計・製造・
試験・管理するイニシアティブを持てるようにすることです。
さらに、この戦略には、

小型地球観測衛星の設計、製造、運用を行うための機器のインフラと技術を整備すること

他国から衛星画像を購入する需要を部分的に置き換えること
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製造、サービス、教育、保健などを支援するために、宇宙技術を応用すること
等が含まれる。

自国で小型地球観測衛星を設計、製造、試験、運用を行う、この戦略の重要な部分は、2013年5月7
日のVNREDSat-1衛星の打ち上げ成功によって達成された。この最初の観測衛星は、ベトナムの天然
資源、環境、災害監視のための衛星であり、フランスODAプロジェクトで技術移転されたものです。
現在、ベトナム国家衛星センターでは、次の３つの主要要素からなるベトナム宇宙センターのプロジェ
クトを実施中です。

小型衛星とリモートセンシング技術の開発のための人材育成

インフラ整備：衛星管制センター、小型衛星の組立・調整・試験設備、管理棟、プラネタリウム及

び教育センター、衛星画像受信処理施設

技 術 移 転 ： 衛 星 画 像 デ ー タ の 利 用 及 び 衛 星 の 設 計・製 造・調 整・試 験・管 制。２ つ の 衛 星
(LOTUSat1 & LOTUSat2)の設計・製造・開発は２つのフェーズからなる。
●

●

LOTUSat1：ベトナム人技術者が参加して、日本において製造
LOTUSat2：衛星試験及び組立用インフラの整備と並行した設計及び製造。完成後は、ホアラッ
クにあるベトナム宇宙センターで、衛星の調整・組立・試験でのオンジョブトレーニングが行われ
る。衛星の打ち上げ後は、衛星運用技術とともに地上局は移転される。

ベトナムでは、また２つの通信衛星を打ち上げた（VINASAT-1(2008年4月) 及びVINASAT-2 (2012年
5月)。トレーニング後、ベトナム人技術者はVINASAT通信衛星の運用と利用を習得できている。
「戦略」の次の計画を実施するためには、今から2020年までの間に、ベトナムは次のタスクを実施す
べきだと考えている。
●

●

●

社会経済的な発展、天然資源、災害と環境監視、グローバルな気候変動、海面上昇の影響評
価に役立たせるために、ベトナム宇宙センターや他のプロジェクトの技術インフラを基にして、ベ
トナムは通信アプリ、リモートセンシング、地理情報システム（GIS）やグローバルナビゲーション
システムの有効性を改良するための研究に焦点をあてるべきだろう
小型地球観測衛星の設計・製造・組立に段階的に習熟していくこと
ベトナムの「宇宙科学技術」の持続可能な発展のための基礎となる能力開発のための施設を整
備する

Tuan博士は現在ベトナム国家衛星センター（VNSC）の所長でいらっしゃいますが、VNSCの長期
計画と設立、その役割についてご説明いただけますか。
「2020年までの宇宙技術研究・応用戦略」（2006年6月承認）の重要性を考慮して、2007年にVASTは、
ホーラックハイテクパークにベトナム宇宙センターを設立する提案をしました。準備期間の後、VASTは、
ベトナム政府からホーラックにおけるベトナム宇宙センタープロジェクトを受託し、日本からの設計建築
の支援の下、プロジェクトを遂行しています。
2009年４月22日、首相は次のように述べています。「これは重要な投資プロジェクトだ。2020年までに

宇宙技術の研究と応用に関する戦略を遂行するために、宇宙技術の研究開発、教育、応用、国際協力
の基盤を構築するものだ。」ベトナム宇宙センタープロジェクトの下で、この戦略及びその後の計画を遂
行するために、2010年5月、VASTはベトナム国家衛星センターの設立を計画しました。ベトナム国家衛
星センターの責務の一つは、ベトナム宇宙センタープロジェクトを受託し、管理し、実行することです。
2011年9月16日、VASTに所属するベトナム国家衛星センター（VNSC）が、ベトナムの首相の決定に
基づき設立されました。2011年11月には、ベトナム政府と日本政府はベトナム宇宙センタープロジェクト
に対するODA借款合意に署名しました。
ベトナム宇宙センタープロジェクトは、日本政府のODA借款とベトナム政府から見返り資金により約
540億円の投資を得ています。このプロジェクトは、VNSCが実施する「2020年までの宇宙技術研究・応
用戦略」の目的にとっても特に重要なものです。
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▲ ベトナム宇宙センター完成予想図
ベトナム宇宙センターは次のような重要な責務を持っています。小型地球観測衛星の技術を習熟する
こと、現代的なレーダ技術を用いてどのような気象条件においても、ベトナム全域を観測できるようにす
ることです。同センターは、自らで衛星を設計·製造する能力を獲得できるよう、集中的かつ包括的に投
資を得ることになります。自らで自国の衛星を製造できるようになれば、社会・経済的な発展のため、あ
るいはその他の分野で、衛星画像をより積極的に利用できるようになるでしょう。 ."
同センターの第２の目標は、自然災害監視と早期警戒、農産物と水産資源の早期予測、土地の管理
及び計画のためのデジタルマッピングシステムの更新、地球規模の気候変動研究とその適応、これらの
ために衛星データを開発し処理することです。もし我々が独自に衛星画像のソースを所有できれば、
我々は確実に自然災害の被害を減少させることができる。
プロジェクトの第３の目標は、専門的で実際的な労働力を開拓することです。 VNSCは、衛星技術、衛
星技術の応用、ベトナム宇宙センターの管理・運用のためのトレーニングコースに参加するように、約
100名のエンジニア及びマネージャを日本に送り込みます。
航空宇宙分野に関連した自己紹介をお願いできますか。また、ベトナムが航空宇宙技術を確立す
るため、あなたがどのような方針や戦略をお持ちかをお話しいただけますか？
首相がこの「戦略」を承認した直後、私は宇宙技術研究所の副所長として、小型衛星の研究、設計、
製造を始める、若手研究者グループのマネージメントを行うとこととなりました。
その時の私の立場と、日本、米国、欧州、ロシア、インド...などの先進国で「宇宙技術」開発を学んだ経
験から、私は、３つの主要な要素（すなわち人材、インフラ、技術）に強固な基盤を構築する目的で、ベト
ナム宇宙センターを設立するというアイデアを提案しました。これは、人材育成の観点から、ベトナムに
おける「宇宙技術」を恒久的かつ持続可能な形で発展させることを目的としています。
また、ベトナムにおける「宇宙技術」の人材開発を目的として、ベトナム国立大学ハノイ校工科大学-ハ
ノイ（ColTech - - VNU、ハノイ）及びハノイ科学技術大学（USTH）において、「宇宙技術」のエンジニアと
修士のトレーニングコースを設立することにたずさわりました。
私の考えでは、国際協力は、ベトナムにおける「宇宙技術」開発にとって重要な部分です。したがっ
て、私はつねにASEAN諸国やその他の国々同様に、日本、米国、欧州、ロシア、インドとの国際協力を
積極的に進めてきました。
VNSC（ベトナム国家宇宙センター）についてもう少し詳しく説明いただけますか。規模、全体構成、
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▲ マネージメントセンター/ 衛星管制・ミッションデータ解析セ ンター
業務、活動、国際協力、打ち上げ及び運用計画など。
ベトナム宇宙センターはハノイのホアラックハイテクパーク内に設立されています。ここには多くの機能
的な施設があります。例えば宇宙技術管制センター、組立統合試験センター（AIT）、管理棟、プラネタリ
ウム、研究開発教育センター、衛星との間でデータの送受信を行う地上局などです。完成後には、ベトナ
ム宇宙センターは、天気予報、モニタリング、調査、ラジオとテレビ放送、捜索救助、気候変動や自然災
害からの影響緩和、天然資源管理と環境監視の需要にこたえる、小型衛星の研究と製造を行うセンター
となります。最近ベトナムでは、研究のためのこれらセンターからデータを配布してきました。それにより、
気候変動への適応や環境汚染に対する対策を評価することに貢献しています。
計画通り、2017年に初号機LOTUSat-1を打ち上げるための設備や技術を準備するため、2016年にベ
トナム宇宙センターではその基礎構築部分を完成させます。この衛星は、日本で設計・製造・組立が行
われます。
衛星２号機のLOTUSat-2は、ベトナム宇宙センターで設計・組立・試験が行われ、2020年後半に打ち
上げを予定しています。
2020年にベトナム宇宙センタープロジェクトが完了すると、ベトナムは、東南アジアにおいて、「宇宙技
術」に関する最も現代的な研究開発教育センターを持つことなります。そして2020年頃、ベトナムは小型
地球観測衛星の製造を習得します。
ベトナム宇宙センターは、ベトナムと日本との間の国際協力にとって重要な接点で、この関係をこの地
域の国々、特にASEANに拡大するように、両国に働きかける役割を果たします。
ご存知のように、日本は2011年に東日本大震災で大きな被害を受けました。非常に多くの自然災害
がベトナムを含めた東南アジアで発生します。宇宙から災害を監視するだけでなく、緊急通信を確
保し災害による被害を軽減することは非常に重要です。この点で、宇宙技術に関してどのような期
待をお持ちですか。
ベトナムは南北に長い海岸線を持つ国で、その気候や地理的条件は各地域ではかなり異なっていま
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す。そのため、ベトナムは世界で最も災害の影響を受けやすい国の一つです。災害による損失は、ベト
ナムのGDPの約1.5％で、毎年何百人もの人が亡くなっています。したがって、災害監視は欠くことので
きないタスクです。地球観測衛星からのデータを効率的に利用すれば、災害の損失や損害を大幅に緩
和できます。特に、衛星画像を積極的に利用して、定期的に嵐や洪水の最新情報を得ることで、人々の
生活や財産を守るためのタイムリーで効果的な警告を出し、捜索救難のコストも削減できるでしょう。衛
星データを活用すれば、森林伐採や森林火災の正確な位置を特定し、タイムリーな対策が打てます。同
様に、衛星を用いて産業廃棄物や油の流出によって引き起こされる汚染の追跡もできます。さらに衛星
と衛星技術の応用により、浸食、地滑り、地震、海面上昇、気候変動の影響が監視できます。レーダー
センサーを搭載した衛星は、曇りや気象の悪条件下においても、写真撮影ができ、それにより、利用す
る頻度や効率性が劇的に向上できます。
日本のコンサルタントによると、このプロジェクトがうまくいけば、自然災害による被害を毎年10％削減
できるといいます。現在、ベトナム政府の各省庁は、巨額なコストをかけて、海外から衛星画像を購入し
なければならない。自国の衛星があれば、災害リスクを軽減するためにタイムリーな警告を発するだけ
でなく、災害監視のために事前決められた場所と時刻で衛星画像を撮影できます。
産業政策についてお聞きしたいことがあります。
航空宇宙産業は、エレクトロニクス、通信、機械産業等の様々な技術的バックグランドに基づいて
成り立っています。日本の宇宙開発は米国からの技術移転によって始まりましたが、同時に、小規
模の予算で宇宙産業を立ち上げるだけの産業的な基礎がありました。ベトナムで開発中の航空宇
宙関連産業に関連する産業との関係について、どのような見通しや戦略をお持ちですか？
ベトナムと日本とでは、「宇宙技術」を開発する上で、出発点が異なっています。出発点で、日本はす
でに近代的で高度な産業を持っていました。一方、ベトナムはまだ発展途上国であり、インフラ整備に集
中しており、産業は主に加工と組立の段階です。
ベトナムの現状を考えると、まずは技術移転を受け、徐々に小型衛星の設計、組立、試験を習得し、
効果的に衛星からの画像や情報を活用することが、「宇宙技術」開発で設定すべき我々の視点だと思い
ます。
「宇宙技術」開発の過程で、技術を段階的に習得していくために、特にソフトウェア開発や非標準的措
置において、ベトナムの設計・製造能力が発揮できるようにしていきます。さらに、そのような知的技術
が、ベトナムの他の産業や社会経済的な発展を牽引するようにします。
ベトナムはフランスやロシアと非常に緊密な関係を持っていると思っていました。しかし、宇宙開発
と利用に関しては、日本のODAを選択されました。できれば、この決定の背景や理由を説明してい
ただけますか？日本からのODAを選択した際の、最も重要な要素は何だと思いますか？
2006年に首相が「宇宙技術戦略」を承認した後に、我々はベトナム独自の宇宙センター構築案を提案
しました。これに基づき、我々は少しずつこのアイデアを改良していき、外国のパートナーとも議論を行
いました。偶然にもこの時、日本は、ホアラック·ハイテクパークに集中している科学技術分野でのベトナ
ムとの協力関係を強化しているところでした。
世界には、宇宙技術の移転が可能な少数の国と地域がありますが、それは米国、ロシア、欧州、日
本、中国、インドです。日本はベトナムの戦略的パートナーです。両国は自然災害、気候変動や海面上
昇の影響をとても強く受けています。そのため、ベトナムと日本は容易に相互理解を得ることができまし
た。しかも、日本は強力な財政資源を持っており、ベトナムの発展を積極的に支えてきました。
ベトナム宇宙センタープロジェクトは、ベトナムと日本両国のODAプロジェクト投資における重要なマ
イルストーンです。
人材育成は、ベトナムの長期計画に基づく宇宙開発と利用を拡大するための主要課題です。この
点に関してどのようにお考えですか、このプログラムをどのように進めていくかをお話しいただけま
すか。
私の考えでは、能力開発は、ベトナムの「宇宙技術」の発展にとって、最も重要な戦略的課題です。
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VNSCのリーダーとして、実際に、VNSCための有能な労働力開発に関与しています。これが将来ベト
ナムの「宇宙技術」の主要な労働力になるためです。現在VNSC職員の60％が30歳未満です。 VNSC
は、短期的及び長期的なトレーニング計画を持っています：18名のスタッフが、プロジェクト管理のため
の短期コースに参加しました。今後3年間で、54人のエンジニアが研修に送られ、衛星技術移転を得る
ことになりますが、そのうちの36人のスタッフは日本の5つの大学で修士課程へ入学します。また、他の
40人が、衛星技術アプリケーションコースに参加します。トレーニングプログラム終了後、この労働力
は、実際的な衛星の設計、組立て、試験及び衛星技術の応用に関連して、宇宙センターやその企業で
働く機会を得ます。
有能なスタッフを海外（日本、ヨーロッパなど）へ留学させるとともに、VNSCは「宇宙技術」の研究に関
してハノイ科学技術大学とMOU（覚書）を締結しました。またベトナム国立大学ハノイ校工科大学-ハノイ
と、「宇宙技術」の設計技術者プログラムに関して研究連携を行っている。そこでは宇宙機器の設計・製
造、地上局の運用、宇宙技術応用、宇宙技術、宇宙推進機器等の分野に関してです。
長期的な発展のために、ベトナム政府のリーダーシップの下で、今後数年中に、VASTは「宇宙技術」
の分野での能力開発のための研修プログラムを作成し、政府の許可を得るための申請を行います。
長期的に、日本との宇宙協力に関してどのような期待をお持ちですか？
ベトナムと日本とはお互いを戦略的パートナーと考えています。従って私は「宇宙技術」での協力が象
徴的で顕著な形をとること、さらに二国間の戦略的協力が新しいレベルへと発展されることを期待してい
ます。
このプロジェクトを通じて、ベトナムと日本の人々は、長期的な連携協力をさらに強化するようになる
でしょう。
過去数年間、VNSCの人々は、プロジェクト遂行のために、日本政府や製造業の人々と協力してき
ました。ベトナムと日本の間で、文化や一般的な仕事のスタイルに関して、相違点や類似性に関し
てどのようにお感じですが？
まず最初に私が思うことは、「宇宙」という言葉の発音がよく似ていることです。ベトナム語では"VU
TRU"で、日本語では"USHU"で、とてもよく似ています。ベトナムと日本の文化も多くの共通点がありま
す。例えば、両国の人々は米を食べますし、箸を使います。また、とてもフレンドリーで、よく働きます。
日本人は非常に思慮深く、慎重な態度で仕事をする。特に常に時間通りです。これはVNSCの若いメ
ンバーが学ぶべきことです。日本での研修期間中、私は学問的な研究のほかに、ベトナム人エンジニア
が規律と慎重な作業スタイルとプロフェッショナルなチーム能力を、日本の同僚から学んでほしいと思っ
ています。
VNSCの若い学生は、定期的に「宇宙技術」の訓練を受けるベトナム人技術者の最初のグループで
す。彼らは、「宇宙技術」の分野で、ベトナムと日本の間の長期的協力にとっても、重要な接点の役割を
果たします。
最後に、あなたが仕事から離れて、プライベートな生活をどのように楽しんでいますか？
私が最も好きなことは、自分の国のために"立派な"仕事をすることです。
その次に、私は世界中を旅することが好きです。様々な国、文化、人々を知り、良いものを学びたいと
考えています。
それでは、今後も、引き続き我が国と宇宙開発と利用に関して協力されることを期待しています。本
日は、お忙しいところ時間を割いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。■
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衛 星 余 話
著者（右）、福地会長（左）

元通信総合研究所長

畚野 信義
畚野信義氏は電波研究所において宇宙科学や衛星開発で活躍され特に熱帯降雨観測衛星
（TRMM)の生みの親として世界に知られています。２０１１年１１月に福地JFSC会長が、畚野氏へ以下の
話題についてインタビューしたことをきっかけに畚野氏のこれまでの宇宙開発及び研究マネージ
メントの歴史を連載としてSJRに寄稿いただくことになりました。今回はその第１話となります。
ご自身の宇宙との関わりの発端
NASDAの設立あたりの話題
梶山季之「ブルー・オペレーション」の実話版
ECS２度の失敗からリモセンに
地球環境問題とTRMMのたちあげ（リオ環境サミット体験記）
研究開発マネージメントについて
若者、学生にひとこと
NASAの勤務から学んだこと
スプートニク3０年でソ連に呼ばれた体験記
ALMA計画の評価委員からみたお国柄
その他、宇宙開発関連で述べておきたいこと
衛星通信フォーラム会長
首都大学東京教授
福地 一
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1.

宇宙とのかかわりのスタート

中

学校時代同級生を集めてハーモニカバンドを作ったのが音楽との付き合いの初め
だった。今は国の重要文化財に指定されている奈良女子大の講堂での秋の音楽会
で、当時（昭和２５年）パチンコ屋で流行っていた「軍艦マーチ」をやって校長（奈良女
子大文学部長）からコッピドク怒られたことを思い出す。戦後間もなく、日米講和条約が結ばれ
る前で、そういう軍国主義にかかわるものは未だ一切ご法度の時代だった。高校時代は音楽と
映画に嵌っていた。週の半分の午後は学校に鞄を置いたまま抜け出し、当時封切られた洋画
は多分全部見ていたのではないか。映画館（当時奈良の旧市街に５軒、うち洋画専門館は２
軒、今は一軒も無くなった）のモギリのおばさんと仲良くなりタダで入れて貰っていた。学校では
もちろん札付きの悪童で、学校で何か悪いことをした奴がいると、先生の頭に先ず私の顔が思
い浮かんだそうである。同級生に春日神社の宮司の息子がいた。水谷川宮司は近衛４兄弟（文
麿、秀麿、直麿、忠麿）の末子で音楽を嗜み、当時本人はオーボエを吹いていたが、使っていな
かったクラリネットを貸して貰って音楽にのめり込んだ。そういう若者が誰でも目指す芸大の作
曲科か指揮科に入るつもりであった。当時はまだ戦後の厳しい時代で、資産やコネの無い者が
音楽で飯を食おうとするのは餓死を意味するような時代であった。母に猛烈に反対された。東京
へ行くのも反対だった。
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私は午後に微熱がある（実は体温が少し高いだけだったらしい）ことから肺結核を疑われ、小
学校一年の５月から学校を休み、夏の終わりには喘息が出てドンドンひどくなった。当時は劇薬
のエフェドリン以外に良い薬もなく、あと一週間もたないと医者に何度か言われた。発作の酷い
時には母は一晩中寝ないで背中を擦ってくれていた。小学校は一年落第し、更にもう一年遅れ
そうになった時、何とか進級出来たのも母が校長に談判してくれたお蔭だった。これで一つ親不
孝を返せるかというようなつもりで音楽をやめようと決めたのは、高校３年の正月休みが終わっ
た頃だった。どうするか迷っていた１月末頃、４月から京大で電子工学科が新設されることが新
聞に出た。中学校時代ラジオ受信機(もちろん真空管)を作ったことを思い出し、そこを受けること
にした。結局一年浪人した。
大学４年の夏、工場実習があった。一番手当の良かった某電機メーカーの出来たばかりの新
鋭テレビ工場を選んだ。しかし、毎朝朝礼で「社歌」を歌い、「ひとつ○○の精神」と唱えさせられ
るのと、一秒でも遅れると赤字が出る出勤カードに辟易して会社というところには就職しないこと
にした。しかし大学院に進んで見ると、お釈迦さんが天上から垂らす一本のクモの糸に上から順
番にぶら下がっているような当時の（実は今もなお）大学の実情が見えて来た。私のように言い
たいことを言う者は何時上の方で糸を切られても仕方がないと大学にも残らないことにした。残
されたチョイスは公務員しかなかった。
１９６０年の夏、最後の年に見ようと思っていた祇園祭の日に公務員(一次)試験があった。過
去問の本を買って、１週間ほど泥縄で勉強した。結局祇園祭は今まで見ていない。大学の定員
が増える前、神武景気で官民格差が２－３倍に達していた（今は官の方が高いそうだが当時は
官がズット低かった）。秋呼ばれて狸穴の郵政省へ行くと面接もソコソコに車に乗せられ小金井
の電波研究所へ連れて行かれた。所長がビールを注いで「何をやりたいですか」と猫撫で声で
聞く時代だった。「何か新しいことをやりたい」と言うと電離気体研究室に配属された。糸川さん
が国分寺でペンシルロケットを初めて飛ばしてから僅か数年後、カッパー８型（Ｋ－８）が高度１０
０ｋｍを超え、電離層の直接観測が本格化した頃だった。
１９６１年４月に郵政省に入り、１ヶ月の研修が終わって連休明けから電波研へ出勤した。この
年は池田総理の所得倍増論が喧伝され、スーダラ節が大流行していた。ガガーリンが人類で初
めて宇宙を飛んだのは４月１２日だった。それが自分の宇宙人生の始まりに象徴的な出来事
だった、と感じたのはズット後のことだった。
７月には我々の電離気体研究室(平尾室長)が電離層観測装置（レゾナンスプローブ、電子温
度計等）を搭載していたＫ－８－７号機の打ち上げ実験のために秋田道川海岸の実験場へ初
めて行った。南北に長く延びる幅５０メートル程度の砂浜の後ろに、やはり幅数十メートルの松
の防風林があり、その後ろを鉄道（羽越本線）と国道が並行して走り、その後ろには村落があっ
た。素人感覚としてこれで危なくない
のだろうかとチラと感じた。南北に延
びる砂浜の南方約１ｋｍのところに国
鉄の駅(道川)があり、打ち上げの直
前に汽車が来ると駅で停車して発射
を待つというのんびりした時代だっ
た。作業の合間には、遠浅の海で蛤
を拾ったり、岸に押し寄せた雑魚(鯖
の稚魚？)をざるで掬って生きたまま
酢醤油で踊り食いするなど大いに楽
しんだ。
その年の秋、年末と実験は順調に
進んだが、翌年（１９６２）５月のＫ－
８－１０の実験に失敗した。点火され
▲秋田道川海岸の実験場全景
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▲ 開頭テスト

▲ ロケット発射姿勢

▲ ロケット発射点

たロケットはブチュブチュと異様な音を立て、炎に包まれながらランチャーからヒョロヒョロと上が
り海へチャポンと落ちたように見えた。当時の固体ロケットでは１段目点火、切り離し、２段目点
火は同時に行われる。延時管を経て所定のタイミングで２段目は海の中で点火され、海岸へ這
い上がって来て、実験場をネズミ花火のように飛び回った。戦争中の空襲を思い出した。夜の実
験だったので、道川駅近くの観覧
（記者）席からは実験場が火の海
になったように見えたそうであっ
た。幸い全員無事だったが、火の
粉の一部が村落に飛んで、一気に
実験場反対の気運に変わった。そ
れ以前からロケットの性能の向上
で、対岸のソ連領海に届く恐れが
あり、移転場所として準備されてい
た内之浦への早急の移転が決ま
り、その後道川へ行くことは無かっ
た。
それまでにも追跡レーダのアン
テナが後ろへ向くので、探したら山
に落ちていたことがあったようで、
▲ ロケット打ち上げ失敗
▲ ロケット打ち上げ成功
計測器はペチャンコに潰れ、これ
ぞインテグレーテッド・サーキットと
話題になったそうである。当時ＩＣ
は勿論なく、高周波や高入力イン
ピーダンス用の半導体もなく、観
測器のプローブからの信号増幅に
はサブミニチュア管が使われてい
た。私の大学時代の講義には半
導体工学は無かった(出来る教員
がいなかった？)。
内之浦でのロケット発射は１９６
３年末から始まった。アーリーバー
ドによる日米間最初の衛星通信で
ケネディ大統領の暗殺が報じられ
た日(１１月２３日)の翌日、平尾室
長を含めて４名の室員が２万５千
▲計器小屋前
円づつ出して１０万円で買ったポン
左の二人は観測装置を担当していた横河電機の技術者(部長と課
コツ自動車に実験機材を積み込
長）後列中央：平尾室長、右：宮崎さん 前列中央：城さん、右：畚野
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んで内之浦へ出発した。その頃日本には高速道路は未だ１ｃｍも無かった。国道１号線は曲り
なりに全部舗装されていたが、２号線の舗装率は半分くらい、３号線では大きな街の中だけが舗
装されていた。この辺りの話は書けば面白いがキリがない。兎に角、今の日本からは想像もつ
かない世界だった。
砂埃だらけになって着いた内之浦はラムダの発射台が出来ていたロケット台地以外は、未だ
プレハブだけで、その間をつなぐ道は泥濘だった。その後１９７１年９月のミュー（Ｍ）ロケットによ
る「しんせい」の打ち上げまでは、IGY (International Geophysical Year)の後, IQSY (International
Quiet Sun Year), IASY (International Active Sun Year)と矢継ぎ早に続き、毎年多くの観測ロ
ケットが打ち上げられ、大型、新型のロケットも次々登場し、実験場は活気を呈しドンドン整備さ
れて行った。私も一年の１／４ほども内之浦にいた。内之浦では未だテレビが映らず、東京オリ
ンピックはラジオで聞いた。東京から鹿児島まで「みずほ」でほぼ丸一日、鹿児島から鹿屋を経
由してフェリーとバスで内之浦まで６時間かかった。
「しんせい」打ち上げに先だって、種子島で科技庁のロケット実験が始まり、漁業交渉が持た
れるようになり、ロケットの打ち上げの機会は厳しく制限されるようになった。しかし、鹿児島だけ
でなく、広島や大分・愛媛の漁協までが権利を主張し、補償を求めて来たのには驚いた。
私は「しんせい」の後１９７２年からＮＡＳＡで働き、帰国（１９７４）後は衛星通信、リモートセン
シングに足場を移し、内之浦へは行く機会はなかった。１９９３年、通信総合研究所（ＣＲＬ）の所
長時代に鹿児島で開かれたＩＳＴＳ（宇宙技術及び科学の国際シンポジウム）のツアーで行った
内之浦は見る影もなく活気がなかった。これは私のセンチメンタル・ジャニーだなという感じがし
た。

2. 宇宙開発事業団（NASDA）の設立裏話
科学技術庁（科技庁）はもともと我が国の科学・技術の研究・開発の調整官庁として総理府に
設立されたが、有望そうに見えた（結局誤解していたのが今頃になって分かったのだが）原子力
と宇宙を取り込もうとしていたことが底流にある。そこへ拍車をかけたのが大新聞（読売と朝日）
の争いであった。糸川さんの好き嫌いが激しかったのか、
記者の方が好きと嫌いに分かれたのか、いずれにせよ糸
川さんの強い個性が原因だと思われるが、糸川さんが赤坂
の都市センターホテルで細々と始めたＩＳＴSを読売が全面
的に支援し、朝日は秋田の実験場でも相手にして貰えない
犬猿の仲だった。
我々にこのような事情（科技庁の野心）が顕在化してきた
のは、科技庁が宇宙開発推進本部を創ってからだった。東
大（文部省）、プリンス自動車（日産）、読売・・・対科技庁、
三菱重工、朝日・・・の間で泥まみれ、血みどろの争いが
あったようである。相手を叩くために、大新聞に嘘八百、
でっち上げの個人攻撃の記事（今ならとても許されないだろ
う）が載る実態に驚かされた。若かった私には強い衝撃で
あり、勉強になった。この経緯は「黒い試走車」などで当時
流行作家の中でも一番の売れっ子だった梶山季之がオー
ル読物に書いた実話小説「ブルー・オペレーション（作戦－
青）」に詳しい。
電波研で私のいた電離気体研究室長だった平尾さんが ▲梶山季之著「ブルー・オペレーショ
ン（作戦―”青”）」の本の表紙
宇宙研教授に移ったことから、当時私は後に我が国最初の
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科学試験衛星を目指して準備されていたＬ－4S搭載の小型衛星（おおすみ）に試験的に搭載し
た簡易な電子温度計や最初の科学衛星（しんせい）の電離層測定器を担当していた。宇宙研の
中に衛星開発の勉強のためＳＡ研究委員会が作られ、テレメータ、コマンド、構造から振動や熱
真空、宇宙線などの宇宙環境試験、信頼性など１０くらいの分科会があった。私はそのほとんど
に出席していた。その頃、平尾さんから一緒に宇宙研へ来てほしいと言われていたが、電波研
の上田所長が強硬に反対していて微妙な立場だった。電波研の幹部等からは「お前はどこから
給料を貰っていると思っているのだ」と嫌味を言われていたが、幸い腫れものに触るような扱い
だった。一方電波研／郵政省は電離層観測衛星（ＩＳＳ）と実験用通信衛星（ＥＣS）の計画に着
手し、いち早く衛星の設計等をメーカーに発注するとともに衝撃、振動、熱真空等の環境試験装
置や電波暗室の整備を進めていた。その中で私がＳＡ研究委員会で得た知識は不可欠だっ
た。
電波研を我が国の実用衛星開発の中心にするというのが上田所長の目論見だった。しか
し、科技庁の主張が通り、我が国の実用宇宙開発は科技庁の下に特殊法人（ＮＡＳＤＡ）を創っ
て一元的にやることに決まった。そこで上田所長はその組織の中で衛星開発と衛星管制の部
門で主導権を取ることにし、電波研の定員を２３名削減し、それを新事業団へ移管するという思
い切った手を打った。更に、当時東洋一の規模を誇った電波暗室や各種の宇宙環境試験施設
の全部も移管することにした（ＮＡＳＤＡの小平分室）。これによって郵政省は科技庁に次ぐＮＡＳ
ＤＡの共管省庁となった。気象衛星を計画していた運輸省も形の上では共管だったが、格が違う
と言われた。事実郵政省からは理事はもちろん副理事長も出たが運輸省からは理事が出てい
ない（監事のみ）。役所の勢力争いの構図の実態が見える。
その後電波研の中がこれまた大変だった。４０人位いた衛星研究部の研究者をＮＡＳＤＡへ片
道切符で出す者、一旦出すが何れ戻す者、出さない者、の三つに分類し、それに基づいて次長
等が一人ひとり面接（説得）した。私も面接に呼び出されたが、「君は行かないことになっている」
とあっさり解放された。行く先のポストや給与・身分等の条件もハッキリしていなかったため、片
道切符で出される人の多くからは強い反発が出た。平井部長（後のＮＡＳＤＡ理事）は将来の電
波研所長候補であったこともあり、帰る組に入っていたが、片道切符組を乗せて送って帰る渡し
船に例える組合の抗議が壁新聞に張り出されたりして、本人が帰らないことを申し出たり、イロ
イロな騒動があった。■
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SPACE JAPAN BOOK REVIEW
衛星通信研究者が見た
Reviewer: 編集顧問

飯田尚志

エリク・ブリニョルフソン，アンドリュー・マカフィー，村井
章子訳: "機械との競争", 日経 BP 社, 2013.
Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee: ”Race Against the
Machine: How the Digital Revolution is Accelerating
Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly
Transforming Employment and the Economy”, Digital
Frontier Press, 2011.

http://www.amazon.co.jp

まず，本欄で本書を取り上げる理由を書こう。以前本欄の書評[1]で書いたタイラー・コーエンの「大
停滞」が本書で引用されていること，また NASA の調査結果が引用されており宇宙にも無縁でないこ
と，さらに，コンピュータといえば ICT がテーマとなっていることから，Space Japan Review の取り
扱う範疇に入ると考えたからである。それでは，本書の紹介を行う。
本書の著者のブリニョルフソン氏は MIT スローンスクール経済学教授，マカフィー氏は同ディジタ
ルビジネスセンター主任リサーチサイエンティストである。本書は，機械，とりわけ，コンピュータ
能力の拡大により雇用が奪われていくという深刻な問題を扱っている。まず，近年における経済の発
展に合わせて雇用が増加しない原因として議論されているものとして３つを挙げている。その第 1 は
景気循環説つまり景気の回復が不十分という説で，クルーグマンが支持者の一人ということである。
第 2 はイノベーション能力の長期的低迷という説で，タイラー・コーエンの主張である。第 3 は技術
の発展が速すぎるという説。本書は第 3 の説に沿って以下議論が進められている。ちなみに，第 2 の
説の主張に関するタイラー・コーエンの「大停滞」の書評を本 SJR で書いた[1]ので，これが本書評執
筆の動機でもあることは上に述べた。「大停滞」については現在でも話題となっているようで，昨秋
カナダで同氏のインタビュー番組をテレビで見た[2]。
上記第３の説とは，コンピュータ能力の伸びが膨大ということであり，我々はこのことが人間のス
キル，賃金，雇用に与えるインパクトにもっと注意を払わなければならないとしている。これに関し，
本書では２つの事例から説明している。１つはチェス盤の第１のマス目に米粒を１つから始め，次の
マス目に２倍の米粒を載せていくという仕方で米粒を求めるとｎ番目のマス目までの米粒の総数は
2n-1 個となる。こうするとチェス盤の 64 個のマス目の半分まではまあ扱える数だが，その後は想像
不可能な程の総数になるということである。また，メモリーに関するムーアの法則によれば 18 か月
に２倍の容量となると予想されており，これもある時期を過ぎると想像を絶する大きさになる可能性
がある。また，ソフトウェア技術の向上による計算速度も格段に高速となってきている。こうなると
コンピュータの能力も想像を絶するものになる可能性があるということである。そうすると人間が関
与しなければいけない仕事がコンピュータに取って代わられることになり，雇用の減少につながると
いうことである。ここでコンピュータ技術は ICT 技術と結びついてより強力なものになることはいう
までもない。
注意すべきは，このような場合に雇用の形態は２極分化するといわれていることで，高度の創造的
仕事と人手を使うサービス業(美容師，庭師，介護士が挙げられている)とに分かれるという。事実，
肉体労働の多くが実際には高度な知的能力をも必要とする。たとえば配管工や看護士は一日中パター
ン認識能力や問題解決能力を要求される仕事であり，彼らの仕事を自動化することは難しいとしてい
る。その例証として，少し古いが，1965 年の NASA の報告書から，
「人間は非線形処理のできる最も安
価な汎用コンピュータ・システムである。しかも重量は 70kg 程度しかなく，未熟練の状態から量産
することができる。」という言葉を引用している。これは有人宇宙飛行を擁護するものということで
あるが，機器の重量が問題にされるということは宇宙用特有のものであると思う。未だに宇宙には有
人か無人かという論争があり，本書の文脈では将来はすべてコンピュータで済んでしまいそうである
が，それまで人間がしていた仕事をコンピュータに置き換えるのならともかく，宇宙のように人間で
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はなし得ていないことをコンピュータがしたからといって人間は満足のいくものなのか私は疑問に
思う。
高度な知的労働の分野でさえ，翻訳，医療，ゲームなどはコンピュータに置き換わる候補ではある
という。しかし，定型的で無味乾燥な文章を自動生成することと，独創的な文章をゼロから書き上げ
ることとの間には天と地ほどの違いがある。このことに関連し，コンピュータサイエンスの父と呼ば
れるアラン・チューリングは，1950 年にコンピュータがいかに人間らしくふるまえるかを調べるテス
ト（チューリング・テスト）を提案した。チューリング自身は，2000 年にはテストにおいて 70%まで
はコンピュータと人間の区別がつかなくなるだろうと予想していたが，未だに達成できていないとい
うことである。
このようにコンピュータの進歩で雇用が失われるというと将来は暗いような印象を持つが，救いと
なるのは，本書の著者は悲観的でないことである。人類の歴史には３回の産業革命があり，最初の産
業革命を牽引したのは蒸気機関であった。この革命によって失われた雇用も多かったが，人口も社会
も生活水準も前例のない飛躍的な伸びを示した。２番目の産業革命の原動力となったのは電気である。
この第２の革命においても 20 世紀には生産性の伸びが急加速した。どちらの場合にも混乱はあった
し，危機もあったが最終的には，大半の人々の暮らしは以前よりずっとよくなっている。本書の著者
は，コンピュータとのパートナーシップの中に，つまり労働者と企業が機械を味方につけることによ
る解決策があるとしている。そのための対応策として，組織革新を質とスピードの両面で推進するこ
とと，人的資本を強化し現在のみならず将来に求められるスキルを習得させることが望ましいとして，
教育，起業家精神，投資，法規制・税制にわたる 19 のステップを提案している。
本書には最後に法政大学小峰隆夫教授の解説が付けられているが，私にとっては非常に読み易く，
本書の議論の理解がより深まるものである。
本書の主題は 2013 年 5 月 1 日及び同２日の日本経済新聞の経済教室で取り上げられ[3][4]，本書は引
用されてはいないのであるが，ほぼ同様のこと，とりわけ教育の必要性について述べられている。さ
らに，本書では記述がない大容量データや３D プリンタ活用の例についても言及されているので参考
になる。
なお，本書は 2011 年発行の電子書籍の翻訳のようであるが，紙ベースのものは 2012 年発行のよう
である。また，本書の英文タイトルは，ロックバンド「レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン（Rage
Against the Machine）」に因んでつけられたものとのことであるが[5]，少し居心地の悪さを感じな
いであろうか。
最期に２つ。第 2 の産業革命の基になった技術が電気であることを考えると，原発事故に関連して
「たかが電気…」という言動があったが，歴史を十分踏まえて欲しいものである。それから，コンピ
ュータがもっと進歩し，チェス盤の後半にさしかかり，現在では誰も予想できない事態になるかもし
れず，このような書評作成のような作業もコンピュータが行い，私のような人的資源は不要になるか
もしれない。
参考文献
[1] 飯田尚志: "Space Japan Book Review -衛星通信研究者が見た "Tyler Cowen: ‘The Great
Stagnation’, Penguin, 2010.'", Space Japan Review, No.75, Aug./Sep. 2011,
http://satcom.jp/75/spacejapanbookreviewj.pdf.
[2] 飯田尚志: "Topics From Within: AIAA-ICSSC2012・Ka-Band Broadband Conference合同会議に
参加して", Space Japan Review, No.81, Oct/Nov/Dec/Jan, 2012/2013,
http://satcom.jp/81/topicsfromwithinj.pdf.
[3] 新井紀子: "経済教室 コンピューターが仕事を奪う㊤ 人材教育の高度化カギに 人間の労働，
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衛星通信と私
門前の小僧習わぬ経ではなく・・・
衛星通信を知る
独立行政法人情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク研究所
元宇宙通信システム研究室

小林 和子

人

生に偶然というものがあるとしたら、衛星通信とのかかわりは私にとってはまさに運命の
出会いでした。2007年4月に宇宙通信ネットワークグループに配属されて、かつてこの無
線部門で活躍し、衛星通信の世界では名高い下世古幸雄氏の調査報告書の作成作業を
手伝うことになりました。これが全く知らない衛星通信の世界に飛び込む起因でした。
その内容は、「移動体衛星通信」、「衛星搭載大型アンテナ」、「軍事衛星」、「Kaバンド衛星通信」
に関して世界では現在どのような活動をしているのかを調査するものでした。
作業をしていくうちに、知らないことがだんだん分かってきました。
例えば

・通信衛星とは、人工衛星の一つの分類で電気通信を目的とする衛星だったこと。
・静止軌道衛星とは地球の自転と同じ速度で周回している衛星のことで、止まって見え
るけれど止まっているわけではないこと。
・位置情報サービスを提供しているGPS衛星(Global Positioning System)は現在までに
多数打上げられていて、今でも20機以上が地球の周りをまわっていること。
・他の用途のために衛星が世界中から打上げられていて地球の周りは大変なことに
なっていること。
・軍事衛星は通信だけではなく、他の用途にも使われていること。
・Kaバンド衛星の開発を世界で一番初めに行ったのは日本だったこと。

原稿を作成するときには、間違えがないか文章を見返したり、どこに図を挿入するかを考えたり、
表のスタイルを統一したりなどの細かい作業があるため、何度も何度も読み込む作業を繰り返しま
す。それは私にとって、まるで難解な衛星通信概論を解読するようなものでした。しかし、下世古氏
の文章力と情報の豊富さに魅せられ、作業を行っている間に多岐にわたる衛星通信の奥深い魅力
にどんどん引き込まれて引き込まれていきました 。
齢70才を超える下世古氏は、今から40年以上も前の、衛星通信サービスが始まった頃からこの
世界に携わっている方なので、知識の豊富さは半端なものではありません。下世古氏からお借りし
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▲ 宇宙通信システム研究室の研究談話会 のあとで

た映像の中には私にとって衝撃的なものがたくさんありました。 そのひとつが、1963年11月に行わ
れた米日間太平洋横断テレビ中継が、突然、ケネディ大統領暗殺事件の報道に変わる瞬間です。
当時、アメリカ以外の国で事件当日の状況が即座に分かる国があったでしょうか。その偶然性と衛
星中継の凄さに驚嘆しました。
また、この調査研究の中で私が特に注目したのが、2008年3月から4月にかけて下世古氏一行が
行かれたカナダ・米国視察旅行でした。持ち帰ってきた資料の数々は、大変興味深いものでした。も
ちろん研究関係の資料はよく理解できませんでしたが、世
人生に偶然というものがあるとしたら、衛
界に名だたる衛星メーカ(例えば、Boeing, Harris, Hughes,
星通信とのかかわりは私にとってはまさ
etc.)から届いたプロモーションビデオ、研究所紹介資料な
に運命の出会いでした。
どは私の好奇心を大変そそりました。世界的な大企業の生
の資料です。もう私は衛星通信の世界から抜けられなく
なってしまいました。
最近、チュニジアのジャスミン革命、エジプト革命、リビア情勢など北アフリカでインターネット上の
Faceｂookを通して多方面に呼びかけられた民衆の蜂起により長期政権を打倒し、まだまだ混乱は
しているものの新しい政府が続々立ち上っています。この事実を聞いた時、思い浮かんだ言葉があ
りました。それは、O3b, Networks Ltd.でした。
米国の企業家Grey Wyler氏が2007年に英仏海峡にある英領（英国王室の属領）チャネル諸島
ジャージー島（Jersey, Channel Islands）に、発展途上国などに衛星を使ったインターネットサービス
の提供を目的としたO3b Networks, Ltd.を設立したことから始まったのでした。
O3bは“[The] Other 3 billion”（残りの30億人）に由来するもので、光ファイバ網が敷設されていな
いアジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの発展途上国に住み、インターネット接続を受けられない
約30億人の人々のために設立された衛星でKaバンドの周波数帯を利用する予定です。
実際にはこの革命にO3bは関係なかったのですが、昨年まで調査を行っていた「世界のKaバンド
衛星通信システムの現状」に記述した事項が現実に使われるかもしれないと考えるだけでも感慨深
いものでした。
「O3bの電波が社会変革を起こす可能性があるかもしれない」、「僻地でもアンテナを設置できる
かな」、「中華鍋でアンテナを作る方法がある」など昼食の時間にとりとめのない会話で盛り上がった
ことを思い出します。
現在、日本の周波数の主流はCバンド、Kuバンドですが、1985年に世界に先駆けて実用化された
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▲ 田中正人氏（左）、著者（中央）、下世古幸雄氏（右）

Kaバンド衛星は、降雨減衰が大きい、装置が高価である、などの点で、利用が進まない状況にあり
ます。
発展著しい諸外国のKaバンド衛星システムが現在世界を席巻しているのに比べ、日本はさびし
い状態にあります。国土の面積の大きさも関係があるのでしょうが、日本ほど地上ネットワーク網が
完備されている国はないということがわかり、衛星通信サービスが振るわない理由もわかりました。
しかし、災害時には衛星の重要性が認識されています。2011年3月11日に発生した東日本大震
災では、東京消防庁、航空自衛隊の要請により、当研究室が開発にあたって2008年2月23日に打
上げられ、現在運用中の超高速インターネット衛星WINDS「きずな」を用いてブロードバンド回線接
続の提供を行いました。他にも、観測衛星ALOS「だいち」、技術試験衛星ETS-VIII「きく8号」が活躍
しました。この大震災での迅速な働きでETS-VIII、WINDSの関係者は所内表彰され、さらに東京消
防庁、防衛省からそれぞれ感謝状をいただきました。この活動にかかわった研究員の大変さも実感
しているので、私にとっては自慢の出来事でした。
当研究室ではほかにも大容量のデータを高速で伝送する光衛星通信技術、地上／衛星共用携
帯電話システムなど新しい宇宙通信技術を開発しています。これらの研究が実用化する未来を楽し
みにしています。
国内では、その活動があまり知られていない衛星通信システムですが、いざという時に大活躍す
るのです。もっと一般の方々にも知ってほしいと思っています。
全く知らなかった私に宇宙通信関連の調査研究を手伝わせてくださった下世古氏、田中主管研、
鈴木統括をはじめ職場の皆様には、心より御礼申し上げます。
門前の小僧はちょっとだけですが世界の衛星がわかるようになりました!! ■
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学会だより
第29回NaƟonal Space Symposium参加報告
三菱電機株式会社 宇宙システム事業部
小山 浩

第

29回National Space Symposiumが2013年4月8日～12日米国コロラドスプリングにて開催された。
今回、基調講演Japan’s New Basic Plan on Space PolicyにおけるFeatured Speakerとして、また、
Space Agency Leaders及びLong Term Sustainability of Spaceのパネリストとして日本からの参加
者が登壇した。日本の宇宙開発計画の最新状況が紹介された他、今後の宇宙開発の方向性に関し、討議
がなされた。昨年に引き続き、宇宙研究開発機構（JAXA）が日本ブースを設置。JAXA及び宇宙関係５社の
展示に加え、イベントとしてJAPAN HOURSを開催。日本の宇宙活動を紹介するとともに、各社紹介のプレゼ
ンが行われた。

National Space Symposiumは米国内最大の宇宙関係の会
議であり、内容的には宇宙政策的なテーマが主流となってい
る。業界関係者が多数集まることから、展示規模も大きく、宇宙
関係主要各社が自社の最新の製品・技術、主力製品の紹介を
軸に展示を行っている。今回は30カ国以上より約9000人が参加
した。

宇宙システム整備の効率化のため、今後の政
府系ミッションに関し、ペイロードのみの費用
を政府が負担し、衛星、ロケットは別プロジェ
クトで負担する仕組みが検討されている。

今回のシンポジウムにおける一つのキーワードはHOPS（Hosted Payload Solutions）。宇宙システム整備
の効率化のため、今後の政府系ミッションに関し、ペイロードのみの費用を政府が負担し、衛星、ロケットは
別プロジェクトで負担する仕組みが検討されている。今後の軍・官のミッション(静止、周回含む)をHostedで実
現するものであり、その相乗りを含めた提案を要請している。このためHosted Payload Conferenceも開催さ
れ、特に、通信オペレータの参画を募っている状況である。
本シンポジウムの主要な講演は下記HPにて見ることができる。

hƩp://www.naƟonalspacesymposium.org/media/videos

図1 基調講演、パネルディスカッションの様子
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図2 展示会場の様子
（左よりLockeed Martin社のブース、Boeing社ブース（オール電化衛星（702SP）実物大モックアップ）、
Northrop Grumman社ブース）

展示においては、Lockheed Martin社が、同
社の100年の歴史を大々的にアピール。同社
は、展示会場についてもLockheed Martin Exhibit Center / Lockheed Martin Exhibit Center
Pavilionと同社の名前を冠した施設を所有して
いる。Boeing社では話題のAll電化衛星が注目
を集めていた。
次回、第30回National Space Symposiumは
2014年5月19日～22日、コロラドスプリングス
同会場での開催が予定されている。■

図3 JAXA JAPAN HOURの様子
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CAPITAL PRODUCTS
三菱電機（株）における宇宙事業のさらなる拡大に
向けた衛星生産設備の拡充について
三菱電機株式会社 鎌倉製作所
所長 岡村 将光
1. はじめに
三菱電機（株）は、国内の衛星市場に加えて、海外の市場開拓にも継続して積極的に取り組み、宇宙事業の
さらなる拡大を図ることを事業方針としています。そのため、鎌倉製作所が有している衛星生産設備を今般大幅
に拡張し、生産能力を倍増しました。

2. 三菱電機（株）の宇宙事業の歴史
当社の宇宙事業は、日本における宇宙開発の歴史と一体となって成長し、これまでに国内外含めてプライム
（主契約者）として50機以上、サブコン（副契約者）として500機に及ぶ衛星に参画しています。この歴史の中で、
90年の「非研究開発衛星の調達手続等について」の日米合意により、通信・放送及び気象観測などの実用衛星
は国際競争入札により調達されることが定められ、価格、納期、性能に競争力を有する海外衛星メーカによって
当社を含む国内の衛星メーカは商用通信衛星等の実用衛星市場から実質的に排除されることになりました。
当社はこの厳しい事業環境下においても、宇宙航空研究開発機構（JAXA）殿をはじめとする国内の官需衛
星の開発を継続して実施することで技術力を涵養し、欧米の衛星メーカの独壇場であった商用通信衛星の市場
に参入することを目標としてこれまで努力してきました。具体的な施策としては、まず欧米亜の宇宙開発機関及
び衛星メーカに対して中継器を初めとする衛星搭載機器を輸出し、国際的な認知度の向上と実績の積み重ね
を行うと共に、高い製品競争力及びそれを支える衛星の一貫生産体制の構築と、標準衛星バスの確立を図っ
て参りました。

3. 三菱電機（株）の有する衛星生産体制
当社鎌倉製作所は既に、宇宙空間の熱真空
環境を模擬する国内最大級のスペースチェン
バ、打上げ時のロケット音響環境を模擬する音
響試験設備、軌道上でのアンテナ性能を試験す
るためのCATR（Compact Antenna Test Range）
などの大型試験設備を備え、国内唯一の設計・
製造・試験に亘る全工程を一貫して行う衛星生
産棟を保有しています。
宇宙事業のさらなる拡大に備え、本年3月に同
棟の増築を完了し（総延床面積：約24,000㎡）、
既にマスコミにおいて詳細に報道されている通
り、中大型衛星を並行して8機生産できる能力ま
で拡充しました。図1に増築を完了した新衛星生
産棟の外観を、図2に同棟増築部分のクリーン
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図1 新衛星生産棟外観
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ルームの一部（プレス公開時）を示します。
この新生産棟を含めた衛星生産棟内におい
て、衛星搭載機器の製造から射場への衛星の
出荷まで、衛星に関わる全ての製造及び試験を
行うことができます。また、情報保全及び輸出管
理の観点から規定される各衛星のセキュリティレ
ベルに合致した作業エリアを割り当て、衛星の製
造・試験における優れたビジビリティ（可視性）を
全ての客先に提供することが可能となっていま
す。

4. 標準衛星バスDS2000の確立
図2 新衛星生産棟増築部分のクリーンルームの一部
当 社 は、JAXA 殿 の ご 指 導 の 下、「こ だ ま
（プレス公開時）
（DRTS）」及 び「き く 8 号（ETS- Ⅷ）」を ベ ー ス に、
独自の社内開発成果を加えて、標準衛星バス
DS2000（ドライ質量2000kgクラス）を開発しました。この間、欧米の衛星メーカを国際競争入札で打ち破り、「ひ
まわり7号（MTSAT-2）」、「スーパーバードC2号（SB-C2）」を打上げて、標準衛星バスDS2000を確立しました。
その後、JAXA殿の「みちびき（準天頂衛星初号機）」、国際競争入札において受注した海外向け商用通信衛星
である「ST-2」を打ち上げました。

これら6機のDS2000シリーズ衛星の軌道上運用実績は、本年5月末の時点において累計12,000日を越えてい
ます。商用通信衛星においては衛星通信事業者が事業リスクの担保として打上げ・軌道上保険を付与します
が、DS2000はこれまでの極めて安定した運用実績を基にその信頼性が高く評価され、保険料率は欧米衛星
メーカと同等の最高レベル（保険料として最低レベル）であり、衛星通信事業者のコスト低減に寄与しています。
そしてこれらの積み上げた実績の下で、さらに気象庁殿の「ひまわり8号」と「ひまわり9号」を09年に国際競争入
札において受注し、現在開発を行っております。

5. 三菱電機（株）の宇宙事業の海外展開
当社は、宇宙事業の海外展開の施策として、政府を初めとする関係機関の協力を得て、海外の宇宙市場を
継続して開拓してきました。その成果として、トルコにおいて欧米の全ての衛星メーカがしのぎを削る厳しい競
争に打ち克ち、11年に通信衛星2機（「TURKSAT-4A」と「TURKSAT-4B」）を受注しました。今後も海外商用衛星
を継続して受注し、日本の宇宙産業の国際的なプレゼンスを示していくことが当社の任務であると自覚していま
す。
また、欧米の衛星メーカとは競合関係にある一方で、長期供給契約（Long Term Purchase Agreement）を締
結して衛星搭載機器を輸出しており、太陽電池パネル、リチウムイオンバッテリ及びヒートパイプ埋め込みパネ
ルは、全世界の商用通信衛星市場において30%から40%のシェアを有しています。また、宇宙ステーション補給
機「こうのとり（HTV）」の近傍域通信システムをJAXA殿のご指導により開発し、これまで3機の運用に成功しま
した。米国Orbital社がその実績を高く評価し、今年度初号機を打上げる予定のNASAの宇宙ステーション用貨
物輸送船Cygnusに採用するなどの顕著な成果が現れています。

6. おわりに
当社が保有する衛星生産設備を大幅に拡張し、中大型衛星を並行して8機生産できる能力まで拡充したこと
は、宇宙事業のさらなる拡大に備えた事業基盤強化施策の一つです。これまでのJAXA殿のご指導により得ら
れた知見、技術を生かし、測位衛星及び観測衛星などについても関係機関の協力を得て、海外市場のさらなる
開拓を行って参ります。
併せて標準衛星バスDS2000バスについては、国内の官需衛星の開発を基にさらなる国際競争力の強化を
図り、小型衛星から大型衛星までより広範な衛星サイズをカバーできるようにそのラインアップの拡充を進めて
いきます。■
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