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総論
はじめに：今日の宇宙工業
この50年史は「日本の航空宇宙工業戦後史（昭和

科学分野と国としての実用分野との2本立てで、そ

62年3月発行;35年史）
」の内容を全面的に見直したも

れぞれゼロからスタートし活動したが、宇宙工業の

のであり、その後の我が国の宇宙開発政策に基いた

点からはまだまだ序の口であった。

宇宙工業の活動の発展を述べたものである。

昭和45年代に東大宇航研そして宇宙開発事業団は

敗戦後、連合国軍総司令部（GHQ）の命令で、す

各種の衛星を次々と打ち上げたが、その宇宙先進国

べての航空機の生産・研究などが一切禁止された

に追いつく努力は眼を見張るものであった。宇航研

が、昭和25年6月25日、朝鮮戦争が勃発後対日政策

は「おおすみ」を誕生させたのに続いて、各種の科

は急変し、昭和27年3月8日、GHQは航空機等の生産

学衛星を打ち上げ、その存在と得られた観測成果が

禁止を解除した。4月28日、サンフランシスコ対日

世界的に評価されていた。また、新型ロケットの初

平和条約が発効となり航空の主権が日本に返還さ

打上げは、試験衛星を搭載するとの方針が示された。

れ、7年に及ぶ航空空白の時代は終った。
航空再開となるや、レシプロ小型機の国産やジェ

昭和44年10月に創立された宇宙開発事業団は新N
計画に基いて予定通りに開発を推進した。導入され

ット機のライセンス生産等が開始されたが、東京大

た米国技術を利用して開発した新Nロケット（N-Ⅰ）

学生産技術研究所の糸川英夫教授グループによる極

7機により技術試験衛星（ETS）シリーズ等を次々

超音速ロケット機構想という全く別の動きが現われ

と打ち上げた。打ち上げ後、分離や衛星側のトラブ

た。この構想の第一歩として、昭和30年4月14日、

ルによって一部ミッションを達成できなかったもの

超小型固体ロケット「ペンシル」の初の公開水平発

もあったが、これらは追いつく努力の過程における

射実験を成功させた。その後自主技術による固体ロ

価値ある教訓となって次期N-Ⅱ、H-Ⅰ計画に活用さ

ケットの性能向上を図り、国際地球観測年

れていった。昭和52年2月23日、N-Ⅰロケット3号機

（IGY:1957・7・1〜1958・12・31）終了1ケ月前に

により打ち上げられた「きく2号」によって日本は、

「カツパ」シリーズにより観測を成功させた。この

米、ソ連に続いて3番目の静止衛星の自国打上げ国

間、昭和39年4月1日に東京大学宇宙航空研究所（宇

となった。

航研）と改組した後、更に地球周回衛星を目指した

一方、運輸省（気象庁）
・郵政省の強い打ち上げ要

が、4度の失敗のあとの昭和45年2月11日、鹿児島県

望によって、わが国初の実用静止衛星「ひまわり」
、

内之浦より日本初の人工衛星「おおすみ」の軌道投

「さくら」、「ゆり」（いずれも米企業主体で製作）

入に成功し、ソ連、米国、仏国に次ぐ4番目の自力

が米国のケープカナベラル射場からNASAデルタロ

衛星打ち上げ国となった。

ケットにより、昭和52年7月14日、同年12月14日、

一方、ペンシル初発射の翌年、昭和31年5月19日

翌昭和53年4月7日に夫々打ち上げられた。国産化向

に発足した科学技術庁は、その実施機関として宇宙

上のさなか何かと批判もあったが、日米の事業団・

開発推進本部を設立、約5年間のQ、N計画の推進や

衛星メーカ・チームによる3回の現地打ち上げ作業

小型ロケットの開発・打ち上げの後、昭和44年10月

において、射場施設を含めて多くの技術体験を修得

1日に宇宙開発事業団へ改組し、業務を引継いだ。

でき、以降のロケット、特にH-Iロケットの開発や

初代理事長に就任した島秀雄博士は、自主技術に基

打ち上げ、追跡管制業務の参考となった。この追い

づく固体ロケット主体のQ、N計画では技術的に、

つく時代の約10年間に宇宙工業の売上高は急激に増

資金的に問題が多いという判断の下に、同事業団設

加したのであった。

立直前に成立した日米宇宙協力交換公文を基に、液

東大宇航研は昭和56年4月14日に文部省直轄の宇

体ロケットの技術導入に基づく新しいN計画に大転

宙科学研究所（宇宙研:1SAS）に改組し、Mロケッ

換した。このように戦後の宇宙開発は、大学による

トシリーズ4代目のM-3S、5代目のM-3SⅡそして大
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型化した次世代のM-Vを実用化し、約15基の科学衛

略部会報告書を、従来の「宇宙開発政策大綱」に代

星を次々と打ち上げて世界的な成果を挙げた。また、

わるものとした。しかし、省庁再編後の平成14年6

宇宙開発事業団では、Nロケットシリーズ2代目の

月19日、総合科学技術会議は、「今後の宇宙開発利

N-Ⅱを8機、そして液体水素エンジンを第2段とした

用に関する取り組みの基本について」と題する報告

HロケットシリーズのH-Iを9機、更にH-Ⅱを5機の計

書を発表し、文部科学省の宇宙開発委員会も積極的

21機の連続打ち上げ成功を達成したが、H-Ⅱ打ち上

に動き出した。これが現在の宇宙開発の指針となっ

げ後半に発生した予期せぬ2回の失敗（5、8号機）

ている。

によって当時開発中の次世代H-ⅡAロケットによる

更に、国としての宇宙開発機関としては、文部科

世界の衛星打ち上げ市場参加への望みは一時遠のい

学省下の3機関（宇宙科学研究所、航空宇宙技術研

たのであった。

究所、宇宙開発事業団）は、平成15年度に統合され

一方、NASAのスペースシャトルによる宇宙環境

ることが決定された。新機関の名称は「宇宙航空研

利用実験ミッション等に7回に亘り日本人宇宙飛行

究開発機構」とされ、平成15年10月設立を目指して、

士を搭乗させ、有人宇宙技術の習得を図るとともに、

現在各プロジェクトを実施しながら精力的に創立の

米主導による国際宇宙ステーション（ISS）プロジェ

準備を行っているところである。

クトへ参加し、ロシアと米国による度重なるISS打
ち上げスケジュール遅延に伴う諸問題点を克服しな

さて、我が国の宇宙工業は、国の宇宙開発の進展

がら、日本の実験棟（JEM）「きぼう」の開発と利

とともに、着実に基礎固めを行い、多くの分野で成

用・運用の準備を着実に進めている。

果を挙げてきた。しかし、宇宙開発に対する累積資

更に米国スーパー301条の適用により平成2年6月

金投資額は米、旧ソ連はもとより西欧諸国と比べて

15日に日米決着した非研究開発衛星の調達手続きに

も少なく、産業基盤を確立するまでには至っていな

よって、国としての通信・放送衛星シリーズは3代

いが、宇宙開発技術については基盤を確立しつつ21

目で中止されたが、民間複数企業による商業通信衛

世紀に入った。

星シリーズのサービスが定常化されている。このよ
うな宇宙活動を経てこの時期の日本の宇宙開発は、

打上げロケット分野では、H-Ⅱロケットの成功に
より海外技術への依存が終了し、その発展型である

「宇宙開発政策大綱」に基づき次世代H-ⅡAロケッ

H-ⅡAロケット試験機2機と3、4、5号機の5回連続

トの開発、地球環境観測、宇宙環境利用そして宇宙

打上げ成功により、商業衛星打上げ分野での国際市

科学の4本を柱として、技術基盤を確立していった。

場参入への足場を固める努力を行っている段階であ

スペースシャトル初飛行の翌1982年にレーガン米

る。そして、H-ⅡAロケット標準型の民間移管が決

大統領が発表した国家宇宙政策において、民間部門

定され、平成14年11月に三菱重工がプライムに選定

の投資及び非軍事宇宙活動への関与の増大を目標と

され、平成6年6月の年間打ち上げ期間拡大という政

して民間による宇宙技術開発の促進を実施原則の一

府との合意のもとに商業化に向けた企業努力がスタ

つとした米国の宇宙商業化政策が示された。その後、

ートした。

使い捨てロケット（ELV）の民営化（1983年）
、民間

次に衛星分野では、我が国衛星関連企業の規模は

企業による商業打ち上げへの移行等次々と宇宙商業

米企業に比して規模は小さいものの、技術レベルで

化を促進してきた。

は見劣りするものではなく、衛星システムの製造に

一方、我が国における宇宙商業化への対応につい

ついては欧米に対抗可能となっている。また、通

ては、平成14年6月19日の「今後の宇宙開発利用に

信・放送衛星を中心とする実利用の分野では、宇宙

関する取り組みの基本について」の中で初めて戦略

商業化が急速に進み、我が国の企業はかなり高度な

として示された。従来、我が国の宇宙開発の指針と

技術を有するものの、コスト面での一層の競争力の

して宇宙開発委員会が決定した「宇宙開発政策大綱」

強化が必要である。部品やコンポーネントなどは先

があり、それに従い各年度の宇宙計画が実施されて

進国向け輸出が十分可能な技術レベルに達している

きた（平成8年1月の第4次改定が最終）
。宇宙開発委

と言えよう。

員会は、中央省庁再編直前の平成12年12月14日、
「我が国の宇宙開発の中長期戦略」と題する基本戦
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また近年、地球環境問題のグローバルな展開から、
地球観測・地球科学に係わるプログラムが重要視さ

はじめに：今日の宇宙工業

れてきており、国際的な地球観測システムでの我が

めには、日本の次世代産業としての航空宇宙産業の

国の役割を果たすための衛星開発や観測データ利用

発展がますます重要になることは疑いない。

のための地上のネットワークシステムの構築等は、

なお、この50年史は、平成15年2月1日のスペース

宇宙産業分野の拡大につながるものとして期待が大

シャトル・コロンビア号（STS-107）の帰還予定16分

きい。

前の空中分解事故前にほぼ脱稿していたものであ

一方、国際社会への応分の貢献を図る意味からも、

り、今後のシャトル打ち上げ後の見直しで国際宇宙

現在開発・建設中の国際宇宙ステーション（ISS）な

ステーション（ISS）計画等は変更されることをご了

どの国際プロジェクトに積極的に協力することは、

承賜りたい。故搭乗員7名とその遺族の方々に対し

我が国の果たすべき責務であり、その実効ある協力

て深甚の哀悼の言葉を述べるとともに、事故原因の

のためには、我が国独自の優秀な技術を保有し、か

徹底的追究と対策の後、早急なシャトル再開飛行と

つ国力に見合った資金を負担し、自在性を保つこと

ISSの組み立て続行を期待するものである。

が必要である。この分野の商業化のためには、日本
実験棟「きぼう」利用ビジネスヘの一般参加の仕組
みを構築して前進することが望まれる。
宇宙機器・部品材料分野では、高性能化、小型軽
量化、耐環境性、信頼性、安全性の向上化への地道
な努力が続けられているとともに、無重力、高真空
などの宇宙環境を利用した新しい材料や薬品、新し
い工法による製品が実用化され、今後新しい産業と
して展開する可能性もある。
さて我が国の宇宙産業をみると、ロケット、地上
施設、ソフトウェアを含めた平成13年度の生産高は、
3,618億円であるが、衛星による通信放送サービス関
係等の宇宙利用分野を含めると約1兆2千億円とな
る。N-Iロケット計画が行われていた昭和58年代に
は、宇宙産業の生産高は1,700億円、平成元年に
2,800億円、平成13年度に3,618億円に伸長したが、こ
の間、約2倍の規模に達するのに20年近くを要して
いる。なおこの生産高は欧州の2/3、米国の1/10に
過ぎない。射場打ち上げ期間が倍増したとはいえ衛
星打上げ回数が研究開発衛星を主体とし年2〜3回程
度では産業基盤として脆弱である。
我が国を取り巻く内外の経済情勢は当面大きく好
転するとは考えにくく、将来に亘って我が国の宇宙
産業が国際市場に展開していくためには、米欧諸国
が強力に推進してきたように、宇宙産業を裾野の広
い産業分野として捉え、材料・バイオ・製薬・情
報・通信・運輸等値の産業分野と有機的に結合した
システム産業として発展しなければならない。我が
国の航空宇宙産業は、その発展の過程で日本の安全
保障に貢献することともに、高度先端産業として技
術水準の維持・向上に寄与し、人類共通の夢である
宇宙開発に大きな役割を果たしてきた。21世紀に入
り、科学技術創造立国として国際的役割を果たすた
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1節 宇宙開発の黎明

閉鎖されて鹿児島県内之浦へ移った。こうしてペン
シルロケットを開発したAVSAグループは、国際地

1 敗戦後発足した東京大学生産技術研究所
戦後の日本復興時期において、米・ソの冷戦と宇

球観測年（IGY:International Geophysical Year）の
計画参加に向けて中心的な役割を担うことになる。

宙開発競争が始まっていたが、日本のロケット研究
は官学民のいくつかの組織によって始められてい
た。その中でも重要な役割を果たしたのが、糸川英
夫教授ほか有志10数名の研究者で結成されたAVSA
（AVionics and Supersonic Aerodynamics）研究班
である。この研究班は、東京帝国大学第二工学部
（西千葉）解散後の昭和24年5月に発足した東京大学
生産技術研究所（以下、東大生研）の中に、昭和29
年2月5日に誕生した。
2 ペンシルロケットの初公開水平発射から
ベビーロケットへ
昭和29年にAVSA研究班は研究費60万円を受け、
高速衝撃風洞の建設とロケット・テレメータ装置の
研究を目指して、その活動の第一歩を踏み出した。

ペンシルロケットの水平発射前作業
（昭和30.4.14国分寺での初公開時）

それとは別に文部省からの補助金40万円と通産省か
ら富士精密に補助金230万円が出ることになった。
この270万円で多くの超小型ロケットが試作され、
富士精密荻窪工場での燃焼試験を経て、直径1.8cm、
長さ23cm、重さ202gの翼幅8cmの十字尾翼を持つペ
ンシル・ロケットが生まれた。
荻窪工場内での燃焼実験により、内圧112気圧、
燃焼時間63ミリ秒、推力29kgなどを確認の後、翌昭
和30年の3月12日、東京都・国分寺の新中央工業工
場跡地の銃器試射用ピットにおいてペンシルの初水
平試射を行い、次いで4月14日には関係官庁・報道
関係者大勢の立会いのもとで初の公開試射を行っ
た。この水平試射は4月12、13、14、18、19、23日
に行われ、34機すべてが成功裡に終了した。
国分寺での実験の後は、千葉の東大生研にあった
50ｍの船舶用実験水槽を改造したピットで、全長を
300mmにしたペンシル300、2段式ペンシル、無尾翼
のペンシル等を次々と水平発射して経験を積んだ。
ここでの実験以後、ロケット発射の舞台は秋田県道
川海岸に新設した道川実験場に移る。道川実験場は、
昭和30年8月から8年間日本の固体ロケットの発射試
験等の技術開発の舞台として利用され、昭和37年に
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議がローマで開催された。大戦後の飛躍的な技術革
新を背景にして、戦勝国であるアメリカ、イギリス、
ソ連の強力なリーダーシップのもとで開催され、南
極大陸の観測、観測ロケットによる大気圏上層の観
測という2つの特別プロジェクトが組まれた。当時、
AVSA研究班の極超高速ロケット機構想は、当時の
国情では余りにも突飛過ぎて予算化も適わず苦慮し
ていた。このIGY計画を知った糸川教授は直ちに参
加を決心した。東大生研のIGY参加計画は、昭和30
年2月3日、日本学術会議の国際地球観測年特別委員
会で承認され、同月文部省からも認められた。昭和
30年度には東大のロケット研究に6,000万円の予算が
初めて計上され、西千葉の東大生研千葉実験所内に
SR（Sounding Rocket）研究班が設置された。
ペンシルの公開実験と併行したこのIGY参加計画
のため、SR研究班が先ずとりかかったのは、今後

ペンシル形式

2段式

300型

標準型

全長（mm）

460

300

230

重量（kg）

0.367

0.251

0.202

て安全が確保できる等の条件で、秋田県道川海岸が

外形（mm）

18

18

18

選ばれ道川実験場が整備された。昭和38年8月6日

発展する観測ロケットの発射場の選定と建設であっ
た。海に面し、人家や船舶・航空路から十分に離れ

14:20発射信号でペンシル300はランチャーから転げ
ペンシルロケットシリーズ
（2段式、300型、標準型）

落ちた。急いでランチャーにストッパーを取り付け、
15:32初の斜め発射となった。記念すべき2回目のペ
ンシル300の到達高度は600m、水平距離700m、飛行
時間16.8秒であった。
一方、AVSAグループの当初の計画では、ベビー
に次いでアルファ（α）
、ベータ（β）
、カッパ（K）
、
オメガ（Ω）と順次大型化を図り、オメガロケット
で20kgの観測機器を100kmの高度まで上げることを
目標としていた。しかしIGYに間に合わせるため研
究開発のテンポを速める必要があり、ベビーS、T、
R型計13機を発射した後、途中α、βを省略してカ

ペンシル300発射直前の糸川教授
（昭和30.8.6道川実験場）

ッパに進んだのである。
カッパシリーズの開発にあたって、東大生研は今
日に至るまで踏襲されているいくつかの基本的な開

3 国際地球観測年（IGY）参加へ

発方針を定めた。まず第一の方針は、固体推進剤の

昭和27年、世界の地球物理学研究者の間で、IGY

採用である。固体推進剤ロケットにした理由は、液

の計画が立てられた。これは1957（昭和32）年7月1

体推進剤ロケットに比べて構造が単純で取り扱いが

日から翌年12月31日までの18ヶ間、世界63ヶ国が各

容易、価格が安い、安全である、大戦中のロケット

地で協力して、地球物理学、天文学、物理学、地質

機や誘導弾の技術が活用できたことであったが、当

学、海洋学などの各種の観測を共同で行い、地球の

時アメリカ、イギリス、フランスなど先進国が実用

全体像を明らかにしようというもので、共同観測の

化していたカッパクラスの観測ロケットは、ほとん

分野は13項目あった。

ど液体推進剤を用いていた。従って、この開発方針

昭和29年春、第2次大戦後初めてのIGYの準備会

はかなり奇異な目で見られたが、実際には先進諸国
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も同じ頃、液体推進剤から固体推進剤への転換を図

において日本の観測ロケット成果を発表し、日本ロ

っており、昭和31年以降には新世代の固体推進剤を

ケット協会（昭和31年9月4日設立）のIAF加盟が承

用いた観測ロケットが相次いで登場したことで、東

認された。IGY期間中、自力で観測ロケットを打ち

大生研が先見の明を誇る結果となった。

上げたのは、米ソを除けば、日本と英国だけであっ

第二の方針は、積み上げ方式とでもいうべきもの

た。ほとんどゼロの状態からスタートし、4年間の

であり、今日まで一貫した方針となっている。これ

間に実際に観測を行えるロケットをつくり上げた意

は、十分に実験を重ね、実績を積んだロケット・モ

義はきわめて大きいが、東大生研と協力した富士精

ータを上段で使用し、新規開発の大型ロケットモー

密（後の日産自動車を経てIHIエアロスペース）
、日

タを第1段に使用することによって、着実に順次多

本電気（NEC）等の民間企業が、貴重な設計・開発

段化、大型化を図って行く方式である。

経験を蓄積ができたことも、より大きな意義を有し

第三の方針は、漸進的改良方式をとったことであ

ているといえる。

る。固体推進剤ロケット・モータはモータそのもの

鹿児島県大隈半島内之浦の実験場が完成する前の

が機体構造を兼ね、その最も基本的なパラメータは

昭和37年5月24日19:50、秋田実験場で発射直後のK-

モータの直径である。モータの直径を変えずに、推

8-10が落下、暗闇の海岸を火を吹きながら転げまわ

進剤、ノズル、構造材料などに新技術を随時盛り込

る大事故があったが幸い死傷者はなかった。この後

んで行くことによって、全体の性能向上を図ってい

の打ち上げは内之浦へ移った。内之浦の実験場の建

った。このため同じ直径のロケット・モータでも、

設は昭和37年2月に開始され、同年11月25日にはK-

初期型と後期型では構造も性能も大きく異なり、第

9M-1が発射された。実験場が正式に開所したのは昭

1段として登場したモータが技術の成熟に伴い第3段

和38年12月9日のことで、
「東京大学鹿児島宇宙空間

として使用されたこともあった。

観測所」
（KSC）と命名された。

これらの独創的な開発方針は、いうまでもなく、
決して潤沢ではない予算、十分ではない研究技術者
の数・乏しい経験といった制約のなかで、当時の日
本として最大限の成果を得るべく取られたものであ
った。
4 世界水準の観測ロケット、カッパ・シリーズ
カッパ・シリーズの最初のK-1型1号機（K-Ⅰ-1）
は、直径12.8cm、長さ225cm、重量33kgの1段式で、
昭和31年9月24日道川実験場から初発射された。昭
和32年4月24日には直径22cm、長さ240cmの第1段ロ
ケットを組み合わせた2段式のK-2-1を打ち上げた。
昭和32年9月20日に打ち上げられたK-4-1からIGYの
一環としての高層大気観測が開始された。これは第1
段直径33cm、全長586cm、重さ364kgの2段ロケット
でペイロードとして宇宙線観測装置を積んでいた。
K-4-1は高度50km付近の成層圏界面（Stratopause）
の観測を目指していたが、実際に到着した高度はそ
の半分以下であった。また宇宙線観測も、装置が故
障して観測に失敗した。翌33年6月16日には、IGY観
測の本番用ともいうべきK-6-1が初飛行した。K-6型
ロケットは昭和35年9月17日までに、18機が道川実
験場から発射された。糸川教授は、第9回国際宇宙
航行連盟（IAF）大会（1958年10月アムステルダム）
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ち上げを目標として研究開発を進めることになっ
た。
昭和35年5月16日には、総理大臣の諮問機関とし
て総理府に宇宙開発審議会が設置された。審議会は
昭和37年5月11日、最初の答申「宇宙開発推進の基
本方策について」を示したが、そのなかでは、日本
の宇宙開発が平和・自主・公開の三原則の上に立つ
べきこと、国際協力を重視すべきこと、などが主張
されたが、人工衛星計画についてははっきりした態
度は示されなかった。
産業界も政府の審議会設置の動きに対応して、体
制整備のため昭和36年6月、経団連内に宇宙平和利
用特別委員会を設置し、同年7月「宇宙開発体制の
整備に関する意見」をまとめた。この意見書では、
K-1-1ロケット
（昭和31.9.24道川実験場）

国が宇宙開発に関する基本政策、長期計画を策定し
たうえで行政を一元化し、産業界の積極的協力を得
て宇宙開発を強力に推進すべきであるというものだ

2節 宇宙開発体制の整備へ

った。この意見は、翌昭和37年5月の宇宙開発審議
会の1号答申にもほぼ採り入れられ、さらに同委員

1 人工衛星打ち上げへの期待

会は、政府の窓口一元化と調整機関の設置を働きか

1957（昭和32）年10月4日、世界初の人工衛星スプ

け、昭和37年12月、「宇宙開発本部の設置に関する

ートニク1号が旧ソ連によって打ち上げられて以来、

要望意見」を発表して、総理府に宇宙開発本部を設

アメリカ・旧ソ連両国の宇宙科学技術分野における

け、科学技術庁に研究開発の実施機関を設けるよう

発展はめざましく、先進諸国ではこれに呼応する動

政府に要望した。

きが急速に高まった。日本においても人工衛星打ち
上げを望む声が自然発生的に湧き上がって来た。ス

2 科学技術庁の取組みと研究

プートニクが打ち上げられた直後から、日本もいつ

昭和31年5月19日に発足した科学技術庁が宇宙開

かは人工衛星を打ち上げることになるだろうとの漠

発に取り組み始めたのは昭和35年からである。その

然とした期待が、一般の国民の間にあった。

年の5月16日に総理府に宇宙開発審議会並びに宇宙

東大生研AVSA研究班の観測ロケットの実績が積

科学技術準備室を設置し、昭和37年4月25日には同

み重ねられるにつれ、第一線の研究者、技術者、政

準備室は研究調整局航空宇宙課へと発展して、昭和

策決定者の間から、将来の目標として人工衛星実現

39年7月1日には宇宙開発推進本部（以下、推本）の

を望む声が上がるようになつたのも当然のことであ

設置をみるに到った。推本は昭和45年度までに

った。わが国でも研究開発体制の整備を行いつつ、

150kg級の実用衛星を打ち上げる目標を掲げていた。

国としても本格的に宇宙開発を推進することになっ

これは民間レベルにおける国産衛星待望論の高まり

た。

に呼応するものであった。

昭和31年5月19日、原子力・宇宙開発等の最先端

昭和35年に科学技術庁は委託研究費によって気象

科学技術の研究開発を促進するため、科学技術庁が

観測ロケットの研究を民間企業に委託した。その後

発足した。昭和34年7月10日、第9代中曽根康弘科学

科学技術庁は推本に宇宙開発業務を移管するまでの

技術庁長官の音頭取りで、宇宙科学技術振興準備委

4年間、科学技術庁は自ら研究開発を担当し、民間

員会が設置され、同年8月には当面の宇宙科学技術

企業に対する研究の委託、特別研究促進調整費によ

開発計画がまとめられた。高度300〜400kmに達す

る重要研究の推進などを実施したほか、ロケットに

る観測ロケットを開発、数年以内に500〜1,000kmに

関しては、小型液体ロケットの開発に努力を注いだ。

達する観測ロケットを実現した後で、人工衛星の打

以来、約40年間、科学技術庁は関係省庁の調整機関
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として宇宙開発審議会、宇宙開発委員会の事務局を

これらの小型ロケット開発と打ち上げには思わぬ

担当し、内外の動向に対応しつつわが国の実利用分

失敗もあったが、その貴重な経験・成果は宇宙開発

野の宇宙開発体制づくりに行政面での活動を続け、

事業団に引継がれた。このように東大生研が道川実

平成13年1月の中央省庁再編で新しい文部科学省に

験場において昭和30年8月6日に実施したペンシル

移った。

300初空中発射より8年遅れて、科技庁推本による新

一方、昭和30年7月11日に発足していた同庁の付属

島でのS-A型ロケットの初発射が行われたのである

機関である航空技術研究所（National Aeronautical

が、糸川教授という先駆的リーダーの活動がなけれ

Laboratory;NAL）は、昭和38年4月1日に航空宇宙技

ば、日本の実利用分野の宇宙開発のスタートはもっ

術研究所（National Aerospace Laboratory;NAL）と

と遅れていたかも知れない。

改称し、宇宙技術に関する研究を重要研究の一つと
して採り上げ、ロケット部を新設した。同部はロケ
ットのシステムスタディ、ロケットの空気力学、固
体ロケット、液体ロケット、ロケットの制御・誘導
等に関する基礎的、先行的な試験研究、また、これ
ら技術成果の確認のためのロケットの試作、飛翔試
験の実施などを進めるとともに、推本、宇宙開発事
業団の開発業務に対し強力な支援を行ってきたが、
中央省庁再編に伴い平成13年4月1日より独立行政法
人航空宇宙技術研究所（NAL）として再出発した。
昭和36年、科学技術庁は独自に誘導制御に有利と
なる液体ロケット開発を開始し、JP-4を燃料、硝酸
を酸化剤とする推力1tの液体推進剤ロケットを民間
に委託し試作した。昭和38年8月10日、科学技術庁
は、第1回のロケット打ち上げ実験を、防衛庁新島

LS-A-1の発射
（昭和39.7.25 新島実験場）

実験場において実施した。この実験では、気象観測
ロケットS-A3機、液体ロケットLS-Aサステーナ1機
（直径0.3ｍ、全長4.55ｍ、重量272kg）を打ち上げた

このような観測ロケット開発の発展に対応して、

が発射数秒後、構造部が破断、分解して失敗した。

昭和39年4月1日には東京大学に、宇宙航空研究所

この打ち上げ実験は、科技庁自らが実施した最初に

（以下、宇航研）
（Institute of Space and Aeronautical

して最後の打ち上げとなった。昭和39年7月1日の推

Science；ISAS）が開設された。この宇航研は、東大

本の発足とともに、同年7月17日〜23日新島で実施

生研のSR研究班等と既存の東大航空研究所の宇宙

された第2回以降の打ち上げは、推本が行うことに

科学関連研究者等を合併したもので、全国の大学の

なったためであった。

研究者の共同研究機関と位置づけられ、都内目黒の

しかし新島では地元住民のミサイル実験場反対運

航空研究所キャンパスに設置された。

動が高まり、科学技術庁としては別の実験場を探さ

昭和39年12月、東京大学宇宙航空研究所長と科学

ざるを得なくなった。昭和41年5月に科学技術庁は

技術庁宇宙開発推進本部長が兼任されることを手は

鹿児島県熊毛郡南種子町を中心として新しい実験

じめに、わが国の宇宙開発の一元化への動きが進み、

場、「種子島宇宙センター」を建設することを決め

体制整備への足がかりが得られるに至った。昭和39

た。地元等の漁民との打ち上げ時期の交渉がまとま

年にはSA（SAtellite）研究班も生まれた。これは、

り、種子島宇宙センターにおいて最初のロケット実

東大をはじめとする全国の大学、郵政省電波研究所、

験が行われたのは翌昭和43年9月19日のことである。

日本電信電話公社電気通信研究所、通産省工業技術

9月19日打ち上げられたのは、LS-Cの第2段をダミー

院電気試験所、NHK総合技術研究所、理化学研究

に代えたLS-C-Dと航空宇宙技術研究所の開発した

所などの第一線研究者の集まりであった。

NAL-16H-1である。
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衛星計画シンポジウムが開かれ、具体的な方策が討

あった。このような経緯の中で、宇宙開発委員会は

議された。日本には独自の技術によって科学衛星を

長期的な計画の策定にかかり、宇宙開発事業団の発

製作し、打ち上げる能力を有するし、そうするべき

足した昭和44年10月1日に、推本の企画していたQ、

であるという結論を得た。ソ連、アメリカに続いて

N計画を含む「宇宙開発計画」を決定した。なお、

日本が衛星を飛ばすことには十分科学的な意義があ

この計画は、国内の研究・開発の進捗状況、国際環

り、また、その打ち上げについても、日本が製作し

境の変化、宇宙利用の長期的見通しなどを踏まえ、

た人工衛星を米NASAの手を借りて打ち上げる場合

その後もほぼ毎年その見直しが行われている。

には、実現までに4年かかることから自力で打ち上
げた方が早く、また有用であるとの主張もあった。
4 宇宙開発審議会から宇宙開発委員会へ
わが国の宇宙開発は、まず東大生研グループを中
心に進められてきたが、政府は宇宙開発審議会を設
置し、宇宙開発に本格的に取り組むための体制整備
に乗りだしていた。昭和40年代初めの世界の宇宙開
発はかなりの速度で進んでいたが、日本では東大ロ
ケットによる科学観測が多くの成果をあげてきてい
たものの、人工衛星による宇宙開発の面では立ち遅
れていた。宇宙開発審議会は、昭和42年12月20日、

諮問年月日

答申
（建議）年月日

諮問第1号
｢宇宙開発推進の基本方針」

昭和35年6月10日

昭和37年5月11日

諮問第2号
｢昭和36年度における宇宙科学
技術推進方策について」

昭和35年6月10日

昭和35年10月3日

諮問第3号
「宇宙開発における重点開発目
標とこれを達成するための具体
方策いかん」

昭和38年1月30日

昭和39年2月3日

建議
｢人工衛星の打上げ及びその利
用に関する長期計画について」

―

昭和41年8月3日

諮問第4号
｢宇宙開発に関する長期計画及
び体制の大綱について｣

昭和42年9月28日

昭和42年12月20日

諮問（発議）事項

わが国としても人工衛星の打ち上げによる大規模な
宇宙開発に乗り出すべき時期に来ているとの認識の

宇宙開発審議会の諮問事項等

もとに、わが国の宇宙開発の長期計画と体制の大綱
について答申した（4号答申）
。

5 日米宇宙協力に関する交換公文

この答申は、わが国が人工衛星を打ち上げて行く

わが国の宇宙開発の目的の一つとして、国内の産

には、わが国における研究開発および利用を強力に

業技術の育成と涵養があげられており、従来はこの

かつ効率的に推進することを求めており、このため

趣旨に基づいて国内技術中心に開発が進められてい

長期的見通しにそって計画、実施、評価等の機能が

た。一方、推本での自主技術によるQ計画の企画・

有機的に発揮されるような体制をすみやかに整備す

開発が進むにつれてそれぞれの技術分野における開

ることが必要であるとした。そして、このような体

発テンポに相当の格差がみられた。これを是正し、

制を整えるために、わが国の宇宙開発に係る最高方

早期に開発の実をあげるためには、国内技術のみに

針として尊重される権限を与えられた委員会を設置

頼るとすれば、莫大な人的ないしは資金的な資源が

し、国として統一した構想のもとに人工衛星を打ち

必要であることが明確になってきた。このため、直

上げ、利用するための宇宙開発基本計画を審議決定

面する問題を確実にかつ財政的にも妥当な投資で遅

し、その実現を期するとともに、計画の進行途上に

れている国内技術水準を急速にレベルアップするた

おける評価・調整を行うことが必要であるとした。

めには、技術導入という方策が極めて有効な方法の

この答申を受けて、昭和43年5月2日に宇宙開発委員

１つであると考えられるに至った。このように自主

会設置法が公布・施行され、「宇宙開発委員会」が

技術・国産といいながらその行方には、技術的にも

科学技術庁長官を委員長として、総理府に置かれ、

資金的にも不安があったのである。

第1回委員会が同年8月16日に開催された。

ところが、推本によるQ計画の進行とは別に、政

一方、経団連の宇宙平和利用特別委員会は、政府

治的な動きがあった。昭和42年11月14､15日に行わ

の宇宙開発委員会設置と前後して、昭和43年6月発

れた渡米中の佐藤首相とジョンソン米大統領との会

展的に解消し、「宇宙開発推進会議」となった。こ

談後に発表された共同声明の中に、「宇宙開発に関

の間、同委員会は政府と民間の接点にあって、わが

する両国の協力の可能性につき検討することに合意

国宇宙開発のために果たした役割は意義深いものが

した」ことが明らかにされ、ここに米国の液体ロケ
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ット技術導入の可能性が示された。その後、昭和43

航研の野村民也教授が、昭和41年度にMロケット

年1月に、ジョンソン駐日米国大使から日本の宇宙

の本格実験を開始し、早ければその翌年度中にも

開発のために米国から人工衛星およびロケットに関

国産衛星を打ち上げる、との構想を明らかにした。

する技術を提供する用意があるという申し入れがあ

K（カッパ）に続く大型の観測ロケットとして、

り、それを契機に、日米技術協力に関する日米交渉

東大はL（ラムダ）の開発に取り組んでいた。M

が昭和43年度から昭和44年度まで続けられ、推本の

（ミュー）はそれに続くものとして、科学衛星打

解散と宇宙開発事業団の創立を間近に控えた昭和44

ち上げを目的としていた。

年7月31日、来日中のロジャーズ国務長官と愛知揆

L（ラムダ）とは、直径73.5cmの第1段を持つロ

一外務大臣との間で「宇宙開発に関する日本国とア

ケットのシリーズの名称である。開発順に番号が

メリカ合衆国との間の協力に関する交換公文」が取

ふられたKシリーズと異なり、Lシリーズ、Mシ

り交されたのであった。

リーズでは数字は段数を、Sはロケットモータが
球形（Sphere）を表し、必要ならば添字が付けら

6 宇宙開発推進本部から宇宙開発事業団へ

れた。Mとは、直径1.41ｍの第1段を持つロケット

宇宙開発審議会の答申（昭和42年12月20日の4号

シリーズの名称である。アメリカが1961年に登場

答申）を受けて、宇宙開発委員会は、科学技術庁の

させたスカウト（XRM-91）の第1段の直径は1.0

宇宙開発を主導してきた推本を発展的に解消し、科

ｍであることを考慮すると、宇宙用の固体推進剤

学技術庁、郵政省及び運輸省が主管する特殊法人を

ロケットとしてはMロケットは最大級であった。

設立することを昭和43年12月に決定した。翌昭和44
年6月23日には宇宙開発事業団法が公布され、同年

（2）日本初の人工衛星「おおすみ」の誕生

10月1日をもって宇宙開発事業団、英語の略称

昭和41年9月26日のL-4S-1の打上げから連続4回

NASDA（National Space Development Agency of

軌道投入に失敗した宇航研は、満を持して5度目

Japan）が発足した。発足当時の資本金は46億6,600

の挑戦へ進んだ。L-4S型ロケット5号機の各段は、

万円、役員10人（非常勤2人）
、職員151人であった。

昭和45年1月末に内之浦に運び込まれ、同年2月6

初代理事長には国鉄技師長として東海道新幹線実現

日に組み上げられた。同7日に打ち上げリハーサ

に功績のあった島秀雄博士が、また副理事長には推

ルが実施され、天候を待って打ち上げは同11日ま

本本部長の松浦陽恵氏が夫々就任した。

で延期された。同年2月11日午後１時25分、L-4S-5

NASDAは、それまで科学技術庁推本で進められ

は方位角93゜（ほぼ東）、仰角63゜にセットされ

ていたQ､Nロケット計画の実施及び小型ロケットの

たランチャから打ち上げられた。8秒後、2本の補

開発打ち上げを民間委託で行うとともに、種子島宇

助ロケット（SOB）が切り離されるのが地上から

宙センターもろとも引き継いだ。同時に、郵政省電

見てとれた。

波研究所が進めていた電離層観測衛星計画もその小

発射から1時間半経過した午後2時55分、人工

平分室等とともにNASDAが引き継いで、実利用分

衛星の追跡を依頼しておいたNASAから、

野の実施機関となった。

Congratulation の言葉とともに、人工衛星から
のテレメトリ電波を捉えたことを知らせて来た。

3節 基礎技術力養成を目指して

午後3時56分には、軌道を1周した衛星からの信号
が内之浦でも受信された。人工衛星は「おおすみ」

1 東京大学宇宙航空研究所の活動と
日本初の人工衛星「おおすみ」の誕生
（1）ラムダとミューロケットの関係
昭和40年6月の宇宙空間特別委員会主催による
科学衛星計画シンポジウムの参加者が念頭に置い
ていたのは、昭和38年4月に東大生研が開発に着
手した固体推進剤による4段式M（ミュー）4Sロケ
ットであった。翌年10月には、改組されていた宇
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と命名された。日本は旧ソ連、米国、仏に次いで
世界で4番目に自国ロケットで自国の人工衛星を
軌道に投入した国となった。なお、その約2ヵ月
後の4月24日には、中国が初の人工衛星「東方紅」
を長征1号ロケットで打ち上げたのであった。
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2 宇宙開発推進本部の活動
（1）Q､N計画の推進へ

3 宇宙開発事業団の活動
（1）Q､N計画を米国技術導入により新N計画へ
大転換

推本の開発業務の内容は、宇宙開発審議会の諮
問第3号（昭和38年1月30日付）に対する答申（昭

敗戦ゼロからのスタート：基礎固めの時代

宇宙開発委員会は、宇宙開発事業団創立と同日、

和39年2月3日付）にある宇宙開発の重点目標のう

これまで推本の進めていたQ､N計画を「宇宙開発

ち、人工衛星の開発製作、気象衛星用ロケットの

計画」（昭和44年度）の中に了承せざるを得なか

早期開発､ロケットの能力の涵養、各種観測、計

ったが、1年後の昭和45年10月21日には、昭和45

測機器の開発という目標を達成するものであっ

年度分の「宇宙開発計画」の内容に、早期にかつ

た。昭和42年には推本は航空宇宙技術研究所の協

大型の静止衛星を打ち上げたいという関係機関の

力のもとに、誘導制御技術、関連地上施設設備お

強い要望を受けて、米国技術導入による液体ロケ

よび輸送等全般にわたる問題をも含めて各種のシ

ットを主体とする新しいN計画を含めて決定し

ステムスタディを実施し、人工衛星ならびにその

た。

打ち上げロケットについてもシステム予備設計を

初代島理事長は就任後、Q､N計画の総合的見直

民間委託により行った上、Q､N計画の開発計画を

しをトップダウンで命じ、Qロケットの開発を中

作成した。

止すると共に、米国技術導入による新しいNロケ

当初の開発計画はQ､N'､Nロケットの段階的開

ットによる新N計画案を作成、これが半年以上に

発計画より成っていた。QロケットはN'とNのた

亘る宇宙開発委員会等での白熱した議論を経て、

めの誘導制御技術の開発を主たる目的とし、N'ロ

昭和45年度「宇宙開発計画」に決定された。この

ケットにより中高度の実用実験衛星を、Nロケッ

前後1年間は宇宙工業界にとっては大激動の1年で

トにより100kg級の静止通信衛星を打ち上げるこ

あり、事業団内においても動揺がみられ、またQ

ととしていた。当時Qロケット第1段の直径は1〜

ロケットは幻のロケットと報道界から揶揄されな

1.4ｍ、N'、Nロケットの第1段の直径は2.3ｍとい

がらも、徐々に新N計画の推進へベクトルを揃え

う構想であった。その後、宇宙開発委員会は推本

て行った。

の検討結果等を踏まえ、宇宙開発事業団創立の昭
和44年10月1日に、政治的な技術導入の動きの中、
あえてこのQ､N計画を含めた自主技術による我が

（2）小型ロケットの継続
小型ロケットは、Nロケット用に先行開発した

国初の「宇宙開発計画」を決定したのであった。

LS-C型ロケットとJCR型ロケットの二種類があ

何かちぐはぐな動きであった。

る。LS-C型ロケットはNロケット第2段の液体エ
ンジンの開発を、JCR型ロケットはNロケットの

（2）小型ロケットの開発と打ち上げ

搭載電子機器、誘導制御技術の開発を目的として

推本では、前項に述べたQロケットの重要サブ

計画したものである。推本から引継がれた小型ロ

システムについては、科学技術庁及び航技研が民

ケットを含め昭和59年までに、JCR（8機）
、LS-C

間委託により先行開発していたLS-A型小型ロケ

（5機）
、空力研究用NAL-7BS（2機）
、気象観測用

ット等を引継ぎ、改良して新島と種子島で多数機

SB-ⅢA（4機）とMT-135PT（33機）
、更に射場設

打ち上げ、一部失敗もあったが所要の飛翔データ

備とロケットとの整合確認用等のTT-210（3機）

を取得・解析して技術の取得を続けていた。科学

とTT-500（7機）等の合計62機に達し、Nロケッ

技術庁及び推本が打ち上げた小型ロケットは、S-

トの開発に貢献した。

A（3機）
、S-B（10機）
、LS-A（3機）
、LS-C（3機）
、
JCR（2機）
、S-C（3機）
、S-T（1機）
、HM-16（3機）
、
NAL-16他（5機）の計33機にものぼった。このよ
うに推本の約5年に亘る開発活動は、東大宇航研
との対抗意識もあったが、自主開発・国産を目指
したものであり特筆すべきものであった。
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NASDAのロケット開発の流れ
（H-Ⅰロケットに至るまで）
創立時、看板を掲げる島初代理事長
（昭和44.10.1旧郵政本館の仮庁舎玄関前）
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1節 日本初の静止衛星を目指して

政省電波研究所では昭和43年に電離層観測衛星
（ISS:Ionospheric Sounding Satellite）の開発および

1 電離層観測衛星・技術試験衛星、
研究から開発へ
わが国の人工衛星に関する関心は米ソの宇宙開発

それらに必要な施設の予算が認められ正式に開発が
開始され、推本においても衛星打ち上げのための最
初の試験衛星が計画された。その後、昭和44年10月、

の進展につれて急速に芽生え、昭和36年4月に郵政

宇宙開発事業団の発足により、電離層観測衛星及び

省電波研究所に宇宙通信研究室が設置されたのを初

基礎実験衛星の開発計画がすべて事業団に移管され

めとし、昭和37年4月には科学技術庁に航空宇宙課

た。一方、宇宙開発委員会は、昭和44年10月に電離

が設置された。当初はあくまで米国の人工衛星を利

層観測衛星に先行して基礎実験衛星をQロケットに

用しての通信・測地（衛星位置観測）、軌道観測等

より打ち上げることを決定した。

に関する計画が進められ、昭和38年11月国際電電茨

昭和45年度には基礎実験衛星および電離層観測衛

城宇宙通信実験所により米国のリレー1号衛星によ

星（フライトモデル）の予算措置が講ぜられた。昭

る通信実験に成功するとともに、昭和39年10月には

和45年10月の宇宙開発計画の見直し決定により、新

シンコム3号衛星によって東京オリンピックの模様

たに設定されたN計画に基づき、基礎実験衛星は技

が郵政省電波研究所鹿島地球局を介して全世界に伝

術試験衛星Ⅰ型（Engineering Test SatelliteⅠ；ETS-

送された。

Ⅰ）と改称され、これを昭和50年8月に、電離層観測

この頃より次第にわが国でも独自の衛星を開発す

衛星（ISS）を昭和51年2月に、新しい技術試験衛星

べきであるとの議論が行われた。まず、東京大学宇

Ⅱ型（ETS-Ⅱ）を昭和52年2月に、実験用静止通信衛

宙航空研究所が昭和39年4月に発足し、科学衛星の

星（ECS）を昭和53年2月に打ち上げることとなった。

研究を開始した。ついで、郵政省電波研究所が昭和

技術試験衛星（ETS）シリーズの開発は、衛星製

40年より人工衛星の開発に必要な施設等の調査研究

作の基礎技術と衛星の打ち上げ・運用に必要な技術

を開始し、昭和42年6月には衛星研究開発部を設置

習得を目的としたものでN計画以降にも多く開発さ

し、電離層観測衛星及び通信衛星の開発に関する研

れ現在に至っている。新N計画においてはETS-Ⅰ

究、施設の整備を開始した。これと並行して同4月

（製作；日本電気）、ISS/ETS-Ⅱ､ECS（製作；三菱

に、電電公社電気通信研究所に衛星通信研究室が設

電機）及びETS-Ⅲ（製作；東芝）の5種類の衛星を新

置され、通信衛星に関する基礎研究が始められる一

しいNロケットで打ち上げることになった。

方、NHK技術研究所において放送衛星を対象とす
る基礎研究が開始された。当時は人工衛星打ち上げ
用ロケットとして、昭和39年7月に設置された科学
技術庁推本がQ、N計画中のQロケットを想定し、
昭和45年度に重量約85kgの電離層観測衛星、および
昭和48年度に重量30kgの静止軌道通信実験衛星を打
ち上げる計画であったが、その後、計画が修正され
電離層観測衛星は昭和47年度に、静止衛星は昭和48
年度にそれぞれ自主技術で開発し打ち上げることと
なった。
2 新N計画の各衛星の開発
昭和42年当時ではすでに昭和41年度に成立した予
算に基いて昭和39年4月1日改組した東大宇航研で

第1段エンジン（MB-3）；（N-Ⅰ、N-Ⅱ、H-Ⅰ用）

は、科学衛星第1号の開発を進めていた。一方、郵
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場内には南国には珍しく小雪が降った。
ノウハウはアメリカに学んだものとはいえ、日本
人だけの手による初の静止衛星の誕生であり、日本
はアメリカ、ソ連に続き3番目に静止衛星を自力で
打ち上げた国となった。テレビ、新聞等のメディア
は日本初の静止衛星「きく2号」誕生と大きく報道
した。
この後、
「うめ2号」
（昭和53.2.16）
、
「あやめ」
（昭
和54.2.6；第3段が衛星に追突し静止トランスファ軌
道（GTO）投入失敗）
、
「あやめ2号」
（昭和55.2.2；衛
星アポジモータ異常燃焼により静止軌道投入失敗）
、
後述のN-Ⅱ-1、2の打ち上げ後、「きく4号」
（昭和
57.9.3）とN-Ⅰは計7機打ち上げてN-Ⅰ計画は終了し
第2段エンジン（LE-3）；（N-Ⅰ用）

た。

3 N-Ⅰロケットの開発と日本初の静止衛星
「きく2号」の誕生
新Nロケットは、1,000km円軌道へ約800kg、静止
軌道へ約130kg（アポジモーターケース分を含む）の
打ち上げ能力をもち、中型液体のデルタロケットの
技術を米国より導入した第1段（MB-3エンジン）及
び第1段固体補助ブースタ（SOB：キャスターⅡ）3
本、第2段はQロケットの成果を基にした液体ロケ
ット（LE-3エンジン）を、第3段は技術導入した固体
ロケットを使用した。全体としては液体、液体、固
体の3段式ロケットで、第1段直径2.44m、全長約
33m、発射時総重量約90tである。なお新Nロケット
は次期ロケット（N-Ⅱ）開発中の昭和53年3月、N-Ⅰ

第3段用固体モータ
（N-Ⅰ用）

ロケットと改称された。
Nロケットの第1号機（N-Ⅰ-1）は、技術試験衛星
Ⅰ型（ETS-Ⅰ）を搭載して昭和50年9月9日に打上げ
られ、「きく」と命名された。宇宙開発事業団では
この時から原則として、衛星には花の名を与えてい
る。
「きく」に続いて2番目に打ち上げられたのが電
離層観測衛星（ISS）で、昭和51年2月29日、N-Ⅰ-2に
より打ち上げられ、
「うめ」と命名された。
技術試験衛星Ⅱ型（ETS-Ⅱ）は、人工衛星の静止
軌道への投入技術の習得を目的としていた。実用衛

固体補助ロケット（SOB）
（N-Ⅰ、N-Ⅱ、H-Ⅰ用）

星の多くは静止軌道であり、宇宙開発事業団が実用
衛星打ち上げを目的とする以上、この技術は是非と

4 N-Ⅱロケットの開発

もマスターする必要があった。ETS-Ⅱを載せたN-

N-Ⅱロケットは、昭和56年2月に1号機によって技

Ⅰ-3は昭和52年2月23日に打ち上げられ、ETS-Ⅱは

術試験衛星Ⅳ（ETS-Ⅳ）を、同年8月に静止気象衛星

「きく2号」と命名された。打ち上げ当日、種子島射

2号（GMS-2）を打ち上げることを基本スケジュール
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として、第2段推進系（SSPS）は米国技術導入とし

た。更にピギーバック式の日本初のアマチュア無線

て開発を進めた。N-Ⅱロケットの構成は、N-Ⅰロケ

衛星（JAS-1）
「ふじ」の同時打ち上げにも成功した。

ットと同様なSOBを3本から9本に増強した3段式で

続いてH-Ⅰ-2を初の3段式で昭和62年8月27日に打

あり、全長35.4ｍ、直径2.4ｍ、発射時総重量約136

ち上げ、第3段のスピンアップおよび燃焼、衛星分

ｔ、慣性誘導方式により約350kgの静止衛星（アポ

離等も順調で、技術試験衛星V型（ETS-V）
「きく5

ジモータケースを含む）を打ち上げる能力を有する。

号」の静止軌道投入に成功した。

宇宙開発事業団は、昭和56年2月11日にN-Ⅱ-1によ

昭和63年2月19日に通信衛星3号a（CS-3a）「さく

るETS-Ⅳ「きく3号」の静止トランスファ軌道

ら3号a」
、同年9月16日には、同じく（CS-3b）
「さく

（GTO）打ち上げを行った後、気象衛星「ひまわり2

ら3号b」、平成元年9月6日には静止気象衛星4号

号、3号」、通信衛星「さくら2号-a､2号-b」、放送衛

（GMS-4）「ひまわり4号」をそれぞれ静止軌道に打

星「ゆり2号-a､2号-b」及び海洋観測衛星「もも1号」

ち上げた。平成2年2月7日には海洋観測衛星1号b

の合計8基の衛星を昭和61年2月12日打ち上げのN-Ⅱ-

（MOS-1b）｢もも1号b｣とピギーバック式のアマチュ

8までの計8機のロケットで打ち上げ、すべて成功し

ア無線衛星1号b（JAS-1b）
「ふじ2号」と伸展展開機

た。使いやすいロケットであったと言われた。

能実験ペイロード（DEBUT）
「おりづる」を打ち上

N-Ⅱロケットは、ユーザ側の強い要望のため、第

げた。さらに同年8月28日には、放送衛星3号a（BS-

2段推進系（SSPS）は再び技術導入によるロケット

3あ）
「ゆり3号a」
、翌平成3年8月25日には放送衛星3

として一部の関係者からは悪評を浴びたが、信頼性

号b（BS-3b）
「ゆり3号b」
、平成4年2月11日に、地球

も高く、実用衛星の打ち上げをわが国に定着させた

資源衛星1号（JERS-1）「ふよう1号」を打ち上げ、

功績は大きい。また技術導入に徹した結果、次期ロ

H-Ⅰロケット9機と年1〜2回のペースで全数成功と

ケットの自主開発に我が国の技術者と予算を振り向

快挙を成し遂げた。

けることが可能になり、国産の世界的にも誇れる再

このH-Ⅰシリーズの成功は、宇宙開発事業団や各

着火可能な第2段液酸・液水エンジン（LE-5）を搭

メーカーをはじめ、わが国宇宙開発関係者に、大き

載する次期H-Ⅰロケットの順調な開発と、後の国産

な自信を与えたことは言うまでもない。そしてこの

の第1段、第2段とも液酸・液水エンジン（LE-7）を

成果は自主技術の大型ロケットH-Ⅱの開発へと引き

搭載するH-Ⅱロケットの実現にもつながった。

継がれて行った。昭和45年にQロケットから技術導
入のN-Ⅰロケットへ劇的な転換を遂げたわが国の実

5 H-Ⅰロケットの開発

用衛星打ち上げロケットは、N-Ⅱを経て平成4年の

昭和53年3月、宇宙開発委員会により宇宙開発政

H-Ⅰ-9の打ち上げをもって、国産化率をN-Ⅰの53〜

策大綱が発表され、昭和60年代の主力ロケットとし

67％、N-Ⅱの54〜61％（SSPSの導入で低下）
、H-Ⅰ

てのH-Ⅰロケットの位置付けが明確になった。それ

の78〜98％と着々と向上させて歴史的な役目を終

によると、H-Ⅰロケット開発の目的は、昭和60年代

え、技術導入によるロケット打ち上げを脱却したの

に打ち上げが予定されている重さ500kg以上の静止

である。

衛星を打ち上げる能力を有するロケットを開発する

N-Ⅰ､N-Ⅱ､H-Ⅰの開発、製造過程で各ロケットの

こと、H-Ⅱロケット、軌道間輸送機、その他昭和65

サブシステムは、技術導入により急激に生産能力を

年以降に必要とされる宇宙輸送系の技術の基盤を蓄

高めたが、特にSOBがN-Ⅰの3本からN-Ⅱ､H-Ⅰで一

積することであり、将来の方向性もここに定められ

気に9本と3倍になったため、日産自動車の製造能力、

た。第2段には、国産の液酸・液水エンジン（LE-5）

品質管理、輸送力等は、従来の自主技術主体から大

を持つ全長約40m、直径2.44m、全備重量約140tのH-

きく進展した。

Ⅰロケットの登場となった。
H-Ⅰ-1は昭和61年8月13日に、複数衛星を搭載して
2段式で打ち上げられ、測地実験衛星（EGS）
「あじ
さい」を軌道傾斜角50度、高度約1,500kmの楕円軌
道への投入に成功した。同時に第2段LE-5エンジン
の世界初の再着火実験に成功するという成果を挙げ
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49.2.16）、「たいよう」（昭50.2.24）、「CORSA」（昭
51.2.4：M-3C-3で失敗）
、
「たんせい3号」
（昭52.2.19）
、
「きょっこう」
（昭53.2.4）
、
「じきけん」
（昭53.9.16）
、
「はくちょう（CORSA-b）
」
（昭54.2.21）
、
「たんせい4
号」
（昭55.2.17）
、
「ひのとり」
（昭56.2.21）
、
「てんま」
（昭58.2.20）
、
「おおぞら」
（昭59.2.14）までと、計13
基の衛星をMシリーズロケットで打ち上げることに
成功し、次のM-3SⅡ型ロケットの開発へ進んでい
った。
2 科学衛星＜太陽系観測＞シリーズ
太陽系観測分野では、宇航研はM-4S-1による試験
第2段エンジン（LH-5）;（H-Ⅰ用）

衛星（MS-F1）の打ち上げに失敗したが、MS-F1の
姉妹衛星であるMS-F2に若干の改良を加え、昭和46
年9月28日にM-4S-3で打ち上げ、
「しんせい」
（新星）
と命名した。M-4S-4最終号機の打ち上げは、昭和47
年8月19日の第2号科学衛星REXSである。REXSは
電離層と磁気圏内の電磁波動現象観測を目的とし、
軌道投入後「でんぱ」
（電波）と命名された。
次の太陽系観測衛星は、第1段を性能向上したM3H-1が昭和52年2月19日に打ち上げた試験衛星（MST3）
「たんせい3号」で、打上げ目的は次のEXOS-A
の予備実験であり、高軌道傾斜角（66゜）の軌道へ
の投入、第4段球形ロケットによる遠地点キックを
使った軌道移行、永久磁石を用いた沿磁力線姿勢制

H-Ⅰロケットの組み立て風景
（平成2年, 三菱重工名航飛島工場）

御などが試みられた。
EXOS（Exsopheric Satellite）は、地球とその周
辺（電離圏、磁気圏）を観測する衛星のシリーズに

2節 宇宙を科学の目で

与えられた名称である。EXOS-Aは昭和51年１月か
ら昭和54年12月までの国際磁気圏研究計画（IMS）

1 Mロケット・シリーズの性能向上
東大宇航研は「おおすみ」をL-4S-5で打ち上げに
成功した後、無誘導式の4段式M-4S型ロケットの開

168

の一環として、北極オーロラなどの観測を、EXOSBは、同じくIMSの一環として中緯度地帯の電磁波
動現象を観測することを目的としていた。

発に進んだ。M-4S型ロケットによる衛星打ち上げ

第5号科学衛星EXOS-Aは、昭和53年2月4日にM-

は4回試みられ、昭和45年9月25日のM-4S-1は失敗に

3H-2で打ち上げられ、紫外線TVカメラによる北極

終わったが、3機の衛星が軌道に乗った。これは初

オーロラの撮影を目的とし、「きょっこう」（極光）

期の成績としては他国と比べても見劣りするもので

と名付けられた。「きょっこう」からの画像を受信

はないが、衛星の軌道が計画値とはいずれもとんで

するため、カナダのチャーチル研究基地内に日本北

もなくかけ離れている点はやはり問題であった。

方地上局が設けられた。「きょっこう」と同じく、

各種の科学衛星を打ち上げるためのMロケットシ

IMSの一環として磁気圏の物理現象観測を目的とす

リーズをM-4S（4機）、M-3C（4機）、M-3H（3機）、

る第6号科学衛星EXOS-Bが、昭和53年9月16日にM-

そしてM-3S（4機）を開発し、M-4S-2による「たん

3H-3で打上げられ、「じきけん」と命名された。昭

せい」
（昭46.2.16）
、第1号科学衛星「しんせい」
（昭

和59年2月14日、M-3S-4（最終号機）によって第9号

46.9.28）
、
「でんぱ」
（昭47.8.19）
、
「たんせい2号」
（昭

科学衛星（EXOS-C）
「おおぞら」が打ち上げられた。
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3 科学衛星＜天文観測＞シリーズ

追いつく努力：独自技術力育成の時代

昭和55年からは宇航研のロケットは、第1段ロケ

宇航研は天文観測の分野にも目ざましい活動を行

ットにも誘導制御を適用したM-3Sに代わった。こ

っていた。M-3C-1は、Mロケットの新シリーズであ

の年2月17日に打ち上げられたM-3S-1は、試験衛星

り、第2段でTVCによる誘導制御が可能であった。

MS-T4「たんせい4号」を軌道に投入した。M-3S-2

同ロケットにより昭和49年2月6日、試験衛星MS-T2

で打ち上げられた最初の科学衛星は、ASTRO-Aで

が打ち上げられ、「たんせい2号」と命名された。

ある。ASTRO（Astrology）は天文系科学衛星のシ

「たんせい2号」は、第3号科学衛星SRATSの露払い

リーズの統括的な名称で、以後宇航研の科学衛星は

の役割を持っていた。天文学的見地から太陽の放射

ASTROシリーズとEXOSシリーズ（地球周辺科学）

線と地球大気の観測を目的とするSRATSは、翌年2

の二系統で構成されることとなった。

月24日にM-3C-2で打ち上げられて、「たいよう」と

ASTROシリーズの一番手、第7号科学衛星
ASTRO-Aは、太陽光Ｘ線、太陽粒子線の観測を目

命名された。
第4号科学衛星のCORSA（Cosmic Radiation

的として、昭和56年2月21日にM-3S-2で打ち上げら

Satellite）は、同じく天文学的見地からX線、γ線な

れ、「ひのとり」と名付けられた。この後、昭和58

どの高エネルギー放射線の観測を目的としていた。

年2月20日にM-3S-3で打上げられたX線天文学分野の

昭和51年2月4日打ち上げられたM-3C-3は、第2段の

第8号科学衛星ASTRO-B「てんま」
、昭和59年2月14

燃焼中に予定経路を外れ、第4号科学衛星CORSAは

日にM-3S-4で打ち上げられた超高層大気を観測する

上段ロケットとともに太平洋に落下してしまった。

第9号科学衛星EXOS-C「おおぞら」が続いた。以降

その代替のCORSA-bは昭和54年2月21日になって打

はM-3SⅡ型ロケットでの打ち上げによる観測が平

ち上げられ、軌道投入後「はくちょう」と命名され

成6年度まで行われている。

た。

科学衛星シリーズ
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3節 実用衛星を目指して

後継機の運輸多目的衛星（MTSAT;Multi-functional
Transport SATellite）は、平成11年11月15日にH-Ⅱ-

わが国初の実用衛星はユーザの気象庁、郵政省、

8により打ち上げられたが、第1段エンジン（LE-7A）

電電公社、NHKなどの早期打ち上げの強い要望のた

の早期停止によって異常飛行となり、地上指令破壊

め、N-Ⅱロケットでは打上げ時期が間に合わないの

信号によってロケットとともに破壊された。前年2

で、米国に打ち上げ依頼をすることになり米NASA

月21日のH-Ⅱ-5に続く軌道投入失敗となり関係者に

とNASDA間の実費支弁方式契約（Reimbursement

衝撃を与えたのであった。

Agreement）に基づき、NASAのデルタ2914型ロケ

国土交通省・気象庁はGMS-5の残存燃料の消費を

ットによってフロリダ州のケープカナベラル基地か

最小限にして寿命を永らえる運用を行って、次の運

ら打ち上げられた。すなわち、気象、通信及び放送

輸多目的衛星新1号機（MTSAT-1R）を打ち上げる

の3静止衛星であり、各衛星の2号機以降は、N-Ⅱ以

平成15年夏頃までの綱渡り運用を続けることになっ

降のロケットにより種子島からシリーズとして打ち

た。不測状態を考えて、米気象衛星のバックアップ

上げられた。

体制も併行して、平成14年9月現在、
「ひまわり5号」
を慎重に運用中である。

1 気象衛星「ひまわり」シリーズ
GMS「ひまわり」はNASAに打ち上げを依頼した

2 通信衛星「さくら」シリーズ

最初の衛星である。1977（昭和52）年7月14日、デ

CSシリーズの通信衛星は、増大かつ多様化する

ルタ132号機によって打上げられた静止気象衛星

通信需要に対処するため、通信衛星に関する技術の

GMS（Geostationary Meteorological Satellite）は、

開発を進めることを目的として、科学技術庁、郵政

東経140度の静止位置から地球半球の可視、赤外画

省、旧日本電信電話公社／日本電信電話㈱

像を取得するとともに、気象データ、画像の送信を

（NTT）､NASDAの協力の下に開発された。実利用

行うスピン型衛星である。GMSは、NASA、ESA

と研究開発目的とを兼ねたシリーズである。これら

（欧州宇宙機関）の同クラスの静止気象衛星ととも

の通信衛星は、米国からの技術導入により開発され

に、世界気象監視（World Weather Watch）計画の

たスピン安定静止衛星である。ただし、準ミリ波帯

世界大気開発計画（Global Atmospheric Research

（Kaバンド）の利用については、自主技術により世

Program）の観測網を構成している。
GMS-2「ひまわり2号」は、昭和56年8月11日、NⅡ-2によって打ち上げられ、東経140度の静止衛星

界に先駆けた開発と実用化を行った。CS〜CS-3のシ
リーズで計5機打ち上げられた。
第1号となった実験用中容量静止通信衛星CS

軌道投入後、初期段階における運用試験を経て、 （Medium-capacity Communications Satellite for
昭和56年12月21日から気象庁により運用されてきた

Experimental Purpose）は、1977年（昭和52）12月

が、昭和59年9月27日にGMS-3と交代した。その後、

14日にデルタ137号機によって打ち上げられ、
「さく

軌道上待機衛星として運用されたが、搭載機器の劣

ら」と命名された。CSは20/30GHzの準ミリ波帯域

化が顕著となり、昭和62年11月20日に停波し、運用

（Kバンド）及び4/6GHz帯域（Cバンド）での通信

を停止した。
GMS-3「ひまわり3号」はN-Ⅱ-6で打ち上げられた。
昭和59年9月27日から気象庁により運用されてきた
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実験を目的とし、特に準ミリ波の実験は、世界に先
駆けたものであった。
通信衛星2号（Communication Satellite-2a）CS-2 a

が、平成元年12月14日にGMS-4と交代した。GMS-4

「さくら2号a」は、N-Ⅱ-3によって昭和58年2月4日に、

｢ひまわり4号」は平成元年9月6日、H-Ⅰ-5で打ち上

またCS-2b「さくら2b」はN-Ⅱ-4により、昭和58年8

げられ、平成元年12月14日から気象庁により運用さ

月6日にそれぞれ打ち上げられた。静止位置はCS-2a

れてきたが、平成7年6月21日にGMS-5と交代した。

は東経132度、CS-2bは東経136度であった。CS-3a

平成12年2月24日に停波し、運用を終了した。

｢さくら3号b｣は、H-Ⅰ-3によって昭和63年2月19日に、

GMS-5「ひまわり5号」は、平成7年3月18日、H-Ⅱ-

またCS-3b｢さくら3号b｣はH-Ⅰ-4によって昭和63年9

3によって打ち上げられ、平成7年6月21日から気象庁

月16日にそれぞれ打ち上げられた。静止位置はそれ

により運用されている。ところが、公開調達された

ぞれCS-2a､-2bと同じである。
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了した。BS-3bについても、平成10年11月30日停波、

開発事業団はNTTと協力してCS-4計画を固めてい

運用を終了した。BS-3の後継機となるはずのBS-4は

た。ところが、対外貿易赤字にあった米国商務省通

CS-4と同じく平成2年6月15日に結着された非研究開

商代表部（USTR）は、包括通商競争力法スーパー

発衛星の調達手続き発効のため中止され、以降公開

301条に基づき、人工衛星等についても日本を市場

調達衛星となった。BS「ゆり」シリーズは、CSシ

開放優先国に認定した。日米人工衛星問題交渉の結

リーズと同じく3代（計5基）で終了した。

果、遂に平成2年6月15日に非研究開発衛星の調達手

約3年後の平成6年7月8日、公開調達されたBS-3の

続きについて合意、決着したため、CS-4の開発は中

補完衛星BS-3Nはアリアン44Lロケットでパンナム

止されたのである。CS「さくら」シリーズは、3代

サット（PAS-2）とともに打ち上げられた。そして

（計5基）で終了した。

次期放送衛星BS-4の先発機として同じく公開調達さ

なお、CS-3による通信サービスの継承・発展のた

れたBSAT-1aがタイのタイコム3と共に平成9年4月

めに、NTTは平成7年8月29日にはN-スターaを、平

16日に、次いで予備機のBSAT-1bも平成10年4月28

成8年2月5日にはN-スターbをアリアンⅣ型ロケット

日にそれぞれアリアン44Lロケットで打ち上げられ

でそれぞれ打ち上げた。このN-スター衛星は内外無

た。その後、BSAT-1の後継機BSAT-2aは平成13年3

差別公開調達の結果、米国企業が主契約者として受

月8日に新型のアリアンV型ロケットで打ち上げら

注した。

れた。次いで予備機のBSAT-2bは、同年7月12日に
打ち上げられたが、アリアンV型ロケット上段部の

3 放送衛星「ゆり」シリーズ
NASAに打ち上げを依頼した3番目の最後の衛星

不具合のため相乗りのESAの通信衛星アルテミスと
ともに予定外の軌道投入に投入され運用されていな

は、昭和53年4月8日にデルタ140号機により打ち上

い。このためBSAT-2a､bと同じBSAT-2cを発注し、

げられた実験用中型放送衛星BS（Medium-scale

平成15年春にアリアンVで打上げる予定となってい

Broadband Satellite for Experimental Purpose）
「ゆ

る。

り」である。それまでの日本の静止衛星が全てスピ
ン安定方式であったのに対し、「ゆり」は三軸姿勢
安定方式で、展開型ソーラ・パドル（太陽電池板）
を有している。昭和53年7月20日から郵政省電波研
究所を中心として、「ゆり」を利用して衛星放送に
関する各種実験が行われたが、昭和55年6月、搭載
中継器の送信機能停止に伴い以降は伝播実験、管
制・開発実験等が行われ、昭和57年1月には搭載燃
料を消費しつくし、3年10ヵ月にわたる運用を終了
した。
BS-2a「ゆり2号a」は昭和59年１月23日にN-Ⅱ-5で、
続いてBS-2b「ゆり2号b」は昭和61年2月12日、NⅡ-8で、それぞれ打ち上げられた。BS-2aは、平成元
年4月には、搭載燃料が枯渇したため静止軌道外に
移動させ5年3ヶ月にわたる運用を終了した。また、

デルタ2914型140号機によるBSの打ち上げ
（昭和53.4.8,米東部海岸ケープカナベラル基地）

BS-2bはその放送サービスをBS-3に引き継ぎ、平成3
年10月24日静止軌道外に移動させ、全ての運用を終
了した。
BS-3a「ゆり3号a」は、平成2年8月28日にH-Ⅰ-7で、
またBS-3b「ゆり3号b」は平成3年8月25日にH-Ⅰ-8
でそれぞれ打ち上げられた。BS-3aは、静止衛星軌
道外に移動の後、平成10年4月20日停波、運用を終
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第3章 追い超す努力：技術基盤確立の時代（1980〜1999）
1節 国際舞台への登場

轄の宇宙科学研究所（宇宙研：ISAS）となり、
規模の拡大が図られた。宇航研としては「ひのと

1 気象観測小型ロケットで定期観測へ

り」までの12基、宇宙研としては平成5年2月20日

気象庁は昭和38年4月よりIQSY（太陽活動最小期

打ち上げの「あすか」までの9基、計21基の科学

国際観測年）に関し、気象ロケットの開発に着手し

衛星が、次世代の大型固体ロケットであるM-V型

た。そして東大生研と共同して、昭和39年7月24日、

ロケット登場前に打ち上げられた。

内之浦より初の気象観測ロケットMT-135型1号機を
高度約60kmへ打ち上げた。その後、WMO（世界気
象機関）の国際同時観測に参加するため岩手県三陸
海岸の綾里に気象ロケット観測所を昭和45年7月に
開設した。東北地方での上層大気データ（風向、風
速、気温）を取得するため、気象庁は極東地域で初
めて、実用MT-135P型1号機を昭和45年8月5日に打
ち上げ、週1回の定期観測業務を開始した。
平成元年2月15日には700号機、平成9年6月11日に
は1,000号機と記録を伸ばし、平成12年5月28日〜6月
4日盛岡市で開催された第22回宇宙技術及び科学の
国際シンポジウム（ISTS）の展示会場では、実機
（ダミー）や観測所の長年の業績を紹介した。そし
て平成13年3月21日には1,119号機を以って約30年に

宇宙科学研究所へ改組
（昭和56.4.14、左は初代所長森大吉郎教授）

わたる観測を終了し、WMOに貴重なデータを提供
した。
2 念願の大型ロケットへ（M-3SⅡ，M-V，H-Ⅱ）
（1）科学衛星はMロケットで
昭和45年2月12日のL-4S-5（最終号機）による初
の人工衛星「おおすみ」の打ち上げ成功以来、東
大宇航研は次のM-4Sロケット3機で「たんせい」
、
「しんせい」、「でんぱ」を、M-3Cロケット3機で
「たんせい2号」、「たいよう」、「はくちょう」を、
M-3Hロケット3機で「たんせい3号」、「きょっこ
う」
、
「じきけん」を、そしてM-3Sロケット4機で
「たんせい4号」、「ひのとり」、そして文部省宇宙
研へ改組後の「てんま」、「おおぞら」を、M-3S
Ⅱロケット7機によって「さきがけ」
、
「すいせい」
、

M-3S-2による第10号科学衛星（Planet-A）｢すいせい｣の打ち上げ
（昭和60.8.19 内之浦）

「ぎんが」
、
「あけぼの」
、
「ひてん」/「はごろも」
、
「ようこう」、「あすか」と、平成5年2月迄の24年
間に計21基の科学衛星を打ち上げて各観測に成果
を挙げた。
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（2）M-3SⅡ型ロケット
昭和54年になると、当時の東大宇航研は全長
27.8ｍの3段式のM-3S改ロケットと名付けた新し

この間の昭和56年4月14日に、東大宇航研は発

い発展型の計画を提案した。この計画については

展的に解消して大学共同利用機関として文部省直

宇宙開発委員会でも議論があったが、結局その開
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発を支持する決定が下された。M-3S改はその後、
M-3SⅡ型ロケットと改称された。
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M-Vの初号機（M-V-1）は平成9年2月12日に大
型精密展開構造等の研究及びVLBI（超長基線干

第10号科学衛星PLANET-Aは昭和60年8月19日

渉計）観測を目指した第16号科学衛星MUSES-B

にM-3SⅡ-2で打ち上げられて「すいせい」と命名

を打ち上げ、衛星は「はるか；HALCA」と命名

され、金星の近傍を通過した後、昭和61年初めに

された。次のM-V-2は第17号科学衛星LUNAR-A

ハレー彗星に接近して観測を行った。これに先立

を打ち上げる予定であったが、月へ打ち込むペネ

ち、昭和60年1月8日には、M-3SⅡ-1で試験衛星

レータ等の開発中に発生した不具合のため打上げ

MS-T5が、太陽中心軌道に投入され「さきがけ」

予定が大幅に延期されて、M-V-3が2番目の打ち上

と命名された。このようにM-3SⅡは、世界の宇

げとなった。

宙開発史上初めて、固体ロケットによる地球引力
圏脱出を成し遂げるという成果を得た。

M-Vシリーズの2番目の打ち上げとなったM-V-3
は火星周回軌道上で火星上層大気の構造運動等の

この後、M-3SⅡは、昭和62年2月5日、3号機に

観測を目指した第18号科学衛星PLANET-Bを搭載

よって超新星からのX線を初めてキャッチした第

して、平成10年7月4日に打ち上げられ、衛星は

11号科学衛星ASTRO-C「ぎんが」を、4号機で平

「のぞみ」と命名されて、火星には翌年10月に到

成元年2月22日、宇宙から見た美しいオーロラの紫

達予定であったが、その後軌道変更に伴う不具合

外像を観測して届けた第12号科学衛星EXOS-D

のため、火星到達は平成15年末か16年始めとされ

「あけぼの」を、平成2年1月24日に太陽系の中を自

ている。またM-Vシリーズ3番目としてM-V-4は日

在に飛翔する技術を獲得した5号機で第13号科学衛

本で5番目のX線天文衛星となる第19号科学衛星

星MUSES-C「ひてん／はごろも」を、平成3年8月

ASTRO-Eを平成12年2月10日に打ち上げたが、第

30日、6号機で激しく活動する太陽をX線で捉える

1段ロケットの異常により軌道投入に失敗した。

第14号科学衛星SOLAR-A「ようこう」を、そして

なお、宇宙研はMロケットシリーズによる衛星打

平成5年2月20日の7号機で銀河誕生の謎に迫り宇宙

ち上げロケット以外に小型観測ロケットとして

論に重要な一石を投じた第15号科学衛星ASTRO-D

MT-135、S-160、S-210、S-310、S-520、SS-520な

「あすか」を次々と打ち上げ、日本の宇宙科学は世

どを適時に打ち上げて、それぞれ成果を挙げてい

界の第一線に並んだのであった。M-3SⅡは計8回

る。

打ち上げられたが、最終の8号機は、平成7年1月15
日の回収型実験衛星｢EXPRESS｣の打ち上げ後の軌
道投入に失敗している。なお、平成4年7月24日に
は、米デルタⅡ型ロケット（通算212号機）で磁気
圏観測衛星GEOTAILが打ち上げられ、10年後の
平成14年7月24〜26日には、GEOTAIL 10周年記念
ワークショップが開催された。
（3）M-V型ロケット
我が国宇宙科学の飛躍的な進展は、中小規模の
科学衛星ではあってもこれをほぼ年1機の頻度で
打ち上げることによって効率的かつ継続的に宇宙
科学の発展を図るという戦略によるものである。
この方針のもとに計画された1990年代後半以降の
月・惑星探査を含めたより大型のミッションに対

M-V-3による第18号科学衛星（Planet-B）｢のぞみ｣の打ち上げ
（平成10.7.4 内之浦において）

応し、且つこれまで発展させてきた全段固体ロケ
ット技術の維持発展を図るべく計画されたのが、
第1段直径をこれまでの1.4mから2.5mに大型化し
たM-V型ロケットである。

（4）実用衛星はH-Ⅱロケットで
H-Ⅱロケットは、H-Ⅰロケットの後続機として、
直径4ｍ、全長50m、全重量約260tの2段式液酸・
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液水エンジン付の次世代ロケットとして開発が進
められた。2t級静止衛星の打ち上げをはじめとす
る多様なミッションへの対応、H-Ⅰロケットまで
の高信頼性の維持、国際水準費用による打ち上げ
を目標とする純国産大型ロケットでである。H-Ⅱ
ロケットは、静止トランスファ軌道に4tの衛星の
打ち上げ能力があるが、衛星に搭載されるアポジ
エンジンの燃料消費により静止軌道に投入される
ときには約2tになる。この能力は、欧州のアリア
ンⅣ型ロケット、米国のタイタンⅢ型ロケットお
よび旧ソ連のプロトンロケットとほぼ同じとな
る。国際宇宙ステーションなどの低高度軌道には
約10tの荷物を運搬することができ、月には3t、金
星や火星ならば2tの探査機を打ち上げることがで

H-Ⅱロケットの第1段LE-7エンジン
（ターボポンプ断面）

き、我が国も本格的な惑星探査が可能となった。
総開発費は世界的常識からみれば低く抑えられ
ていたが、H-Ⅱロケットは完全な国産技術で開発
することを基本とし、短期間に信頼性の高いロケ

3 無重力宇宙実験から宇宙環境利用実験へ
（1）スカイラブによる日本初の宇宙材料実験
NASAはポストアポロ計画の第1段階として、

ットを開発することを目指した。H-Ⅱロケット試

スカイラブ計画に移行するとともに、スペースシ

験機1号機は、昭和59年から開発開始後、主とし

ャトル計画を1972年1月から着手した。米国初の

て第1段エンジン（LE-7）の地上燃焼試験での幾

本格的宇宙ステーション「スカイラブ1号」
（74.78

多の試練を経て、2度にわたる打ち上げスケジュ

トン）は各種実験装置等を搭載して、1973年5月

ールを見直した上、平成6年2月4日の初打ち上げ

14日にサターンV型ロケットで無人で打ち上げら

に成功した。初打上げまで約10年を要したが、第

れた。そして、同年内に3名の宇宙飛行士を乗せ

1段、第2段とも世界初の液酸・液水ロケットエン

て2号（1973.5.25〜6.22）、3号（7.28〜9.26）、4号

ジンを持つ直径4mの2段式大型打ち上げロケット

（1973.11.16〜1974.2.8）がそれぞれサターン1Bロケ

の登場は内外の注目を浴びた。

ットで打上げられ、1号にドッキング移乗して数
多くの宇宙実験を行い成果を挙げた。このスカイ
ラブ計画には、我が国からは科学技術庁金属材料
技術研究所（高橋仙之助博士）のシリコンカーバ
イド・ウイスカー（猫のひげ）結晶強化金属複合
材料の創製実験が採用され見事な成果を収めた。
（2）材料実験用小型ロケットによる宇宙実験
1）TT-500A型小型ロケットシリーズ
宇宙開発事業団（NASDA）では、レーダ追
尾系の総合機能確認用として昭和52年1月から
昭和55年9月までの4年間に、TT-500型小型ロケ
ットを計7機を種子島で打ち上げていた。昭和
55年9月14日には、宇宙材料実験に改造した

H-Ⅱロケットの組立状況
（真中はH-Ⅰロケット機体）

TT-500A型ロケット1号機の打ち上げに成功し
た。このロケットは、最終打ち上げの昭和58年
8月19日までの約3年間に計6機が使用され、約6
分間の微小重力下での各種の材料実験のほか、
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スペースシャトルで行う宇宙実験用搭載装置な

39件の実験が実施された。結晶成長、多目的均

どの機能確認を行うなどの所期の目的を達成し

熱炉、培養細胞、燃焼現象、静電浮遊炉など6

た。

種の実験装置を開発し実験が実施されたが、い
ずれも回収に成功して、科学技術成果を取得す
るとともに、宇宙環境利用の促進に大きく貢献
した。
（3）地下落下実験施設の活用
無重力実験は、地球周回のスペースシャトル／
スペースラブや小型ロケットによる弾道飛行を利
用して実施されていたが、これらはその準備や実
験には時間がかかり、かつ経費がかかりすぎると
いう声があがってきた。特に、大学や国研等の基
礎研究者から物理現象の解明などには数秒〜10秒
間位の無重量実験がもっと簡易に安くできるよう
にしたいという要望により、関係省庁等は欧米の
TT-500Aロケット頭胴部の組み立て

既存の落下実験施設等を現地調査し、炭鉱等の旧
地下施設を利用した本格的な地下落下実験施設を
完成した。今なお第3セクター方式により運用を
続けている。
（株）地下無重力実験センター（JAMIC；JApan
MIcrogravity Center）は、平成元年3月1日、北海
道土砂川町に通産省指導で設立され、平成3年10
月から本格的に業務を開始した。自由落下部内で
10−5gの微小重力状態を約10秒間保持できる。一
方、平成元年4月27日、科技庁の指導下で岐阜県
土岐市に設立された（株）日本無重量総合研究所
（MGLAB；Micro-Gravity LABoratory of Japan）
は、10−5gの微小重力状態を、約4.5秒間保持でき

TT-500Aロケット1号機頭胴部の回収
（昭和55.9.4 種子島東方海上）

る。
実験回数は、JAMICは3回/日、MGLABは5〜6
回/日である。

2）TR-ＩA型小型ロケットシリーズ
更にNASDAは、スペースシャトルや将来の
宇宙基地（のちの国際宇宙ステーション）時代

（4）航空機のパラボリックフライトの活用
三菱重工の子会社「ダイヤモンドエアサービス」

の本格的な宇宙環境利用に備えるためTR-IA型

（DAS）が平成元年10月2日に三菱重工名航小牧南

小型ロケットを開発した。このロケットは、昭

工場内に設立された。このパラボリックフライト

和63年9月6日から平成1年8月20日に亘りH-Ⅱロ

は、MU-2（初期のみ）、MU-300、ガルフストリ

ケット開発に必要な技術データを得るために3

ームⅡ（GⅡ）を使用している。小型ロケットや

機打ち上げられたTR-Ⅰ型小型ロケットを改良

地下落下実験棟に比較すると10−2g程度と、その

したものである。TR-IAは平成3年9月16日から

無重力レベルはよくはないが約20秒間と持続時間

平成10年11月19日にかけて7機が打ち上げられ、

が長く、かつ同一フライト中に6〜10回（1日で1

高度約260km、約6分間の微小重力実験にそれ

フライト）の同一や繰り返し実験が繰返してでき

ぞれ成功した。100名以上の研究者が参加して

るという特徴があるので結構利用されている。
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with Particle ACcelerator）がスペースラブ1号
（STS-9:1983.11.28〜12.8）のテーマとして選定さ
れ実施されたが、この実験は装置不具合のため
失敗した。このため再飛行（SEPAC-R）が、
かなり遅れて他のNASAミッションと相乗りで
計画されて実験に成功した（STS-45:1992.3.24〜
4.2）
。

パラボリックフライトMU-300と機内実験装置

3）宇宙開発事業団のスペースシャトル利用
①IML-1（STS-42;1992.1.22〜1.31）
NASDAは宇宙環境利用の促進と国際協

（5）スペースシャトルフライトによる宇宙実験
1）ゲット・アウエイ・スペシャル容器による
日本初の宇宙実験
朝日新聞社科学部の木村繁氏は、NASAスペ

力の推進を図るため、NASAが推進する国
際微小重力実験室（IML；International
Microgravity Laboratory）計画に協力するこ
とになり、スペースシャトル／スペースラブ

ースシャトル初期のゲット・アウェイ・スペシ

を用いた微小重力（μg）実験を行うため、

ャル（GAS）容器内での宇宙実験に応募し、1

材料・ライフサイエンス分野のテーマを選定

回目（STS-6;1983.4.4〜4.9）の失敗のあと2回目

し、必要な各種実験装置を開発・提供して

（STS-8;1983.8.30〜9.5）に見事、微小重力下で
初の人工雪の結晶成長実験に成功した。

NASA搭乗員が実験した。
②第1次宇宙実験（FMPT）
（STS-47/SL-J；
1992.9.12〜9.20）
日本人初の宇宙飛行士毛利衛PS（Payload
Specialist）が搭乗した第1次材料実験（FMPT；
First Material Processing Test）は、宇宙環境
特性を利用する我が国の本格的な宇宙実験
（実験テーマは材料が22件、ライフサイエン
スが12件、計34件）の第一歩であり、ほぼ予
定通りの成果を収めた。予定より遅れた打ち
上げ年が1992年であったため「ふわっと 92」
の愛称がつくとともに、1992年が国際宇宙年
（ISY；International Space Year）であったの
で、日本ISY協議会がその打ち上げ年月日
（1992.9.12）を記念して今後毎年9月12日を

人工雪結晶成長実験装置
（ゲットアウェイスペシャル容器内）

「宇宙の日」として宇宙開発・利用の啓蒙を
行うこととなった。
③IML-2（STS-65;1994.7.8〜7.23）

2）宇宙科学研究所のスペースシャトル利用
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IML-2に初の日本人女性飛行士向井千秋PS

欧州宇宙機関（ESA）は、スペースシャト

が搭乗した。実験テーマは材料が3件、ライ

ル・オービタ内に取付けるキャリヤの一つとし

フサイエンスが9件、計12件で、日本の実験

てスペースラブ（SL）を開発しNASAに提供し

装置として、水棲生物試験装置（AAEU）、

た。その代償として、ESAはSLでの様々な宇宙

細 胞 培 養 キ ッ ト （ C C K ）、 電 気 泳 動 装 置

実験を行う権利を得た。日本からも宇宙研が人

（FFEU）、放射線モニター装置（RRMD）、

工オーロラ実験装置、正確には「粒子加速器に

高温加圧型電気炉（LIF）及び制振実験装置

よる宇宙実験」
（SEPAC；Space Experiments

（VIBES）が搭載された。これらの装置を使
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用する実験テーマとして16件が計画された

（MFD；Manipulator Flight Demonstration）

が、12件は日本人、残る4件は米国人が提案

および材料暴露実験と二相流体ループ実験の

したものであった。

2装置を搭載して、NASA搭乗員が実験を行

④SFU回収（STS-72;1996.1.11〜1.20）

い、所期の成果を収めた。

平成7年3月18日、H-Ⅱ-3で「ひまわり5号」

⑩USMP-4（STS-87;1997.11.19〜12.5）

（GMS-5）とともに打ち上げられた宇宙実験・

USMP（US Microgravity Payload）-4のMS

観測フリーフライヤ（SFU）は各宇宙実験の

の1人として、多くのNASA搭乗員の中から

終了後も地球を周回していたが、このSTS-72

選ばれた土井隆雄MSは、数多くの実験を仲

で日本人初のミッションスペシャリスト

間とともに行うとともに、もう1人のW.スコ

（MS）若田光一氏により見事シャトル搭載の

ットMSとともに、太陽コロナ観測小型衛星

ロボット・アームを操作して回収された。

（スパルタンン201）を2回目の船外活動

⑤RRMDシリーズ（STS-79;1996.9.10〜26）
､

（EVA）で回収し、計12時間43分の船外活動

（STS-84;1997.5.15〜24）
､（STS-89;1998.1.23
〜2.1）
、
（STS-91;1998.6.3〜13）

（EVA）を行い、貴重な体験をした。
⑪ニューロラブ（STS-90;1998.4.17〜5.3）

実時間宇宙放射線モニタリング装置

米国の脳研究10年計画に基づき、NASAが

（RRMD；Real-time Radiation Monitoring

米国立衛生研究所（NIH）及び国際パートナ

Device）を開発し、国際宇宙ステーションの

ーと協力した神経科学実験室（Neurolab）に、

組立て運用時のリスク低減を目的に、米国と

NASDAも2装置を搭載して5件のテーマで参

ロシアが実施するシャトル／ミール・ミッシ

加した。日本人の搭乗なし（向井PSは地上

ョンの中、4回の飛行機会を利用して宇宙放

でバックアップ）

射線環境計測技術及び宇宙放射線環境データ

⑫ライフサイエンス（STS-95;1998.10.29〜

の蓄積を行った。日本人の搭乗なし。

11.7）

⑥MSL-1（STS-83;1997.4.4〜8）

先のニューロラブに続くもので、NASDA

NASDAは、日本の実験モジュール（JEM）

より8件のテーマ、3装置を搭載の上、PSと

用第1次選定テーマの予備的実験とテレサイ

してそれぞれ2回目の宇宙飛行となった向井

エンス運用技術の開発及びユーザインテグレ

千秋（約2年半ぶり）とJ.グレン（77才、36年

ーション技術の検証を目的として、NASAの

ぶり）が搭乗し、成果を挙げるとともに話題

MSL-1（Material Science Laboratory-1）プロ

となった。

ジェクトに参加した。しかし打ち上げ後のシ

⑬SRTM（STS-99;2000.2.11〜22）

ャトル内の燃料電池の不具合により一部の実

STS-47/SL-J（FMPT）終了後、野口聡一

験をしたのみで飛行5日目で緊急着陸したた

氏とともにMSの資格をとった毛利衛MSの2

め再飛行とされた。日本人の搭乗なし。

回目のシャトル飛行で、SRTM（Shuttle

⑦MSL-1R（STS-94;1997.7.1〜17）

Radar Topography Mission）の合成開口レー

MSL-1の再飛行が僅か3ヵ月後に行われ、

ダ（SAR）を操作して、南極付近を除く地球

予定通りの成果を得た。

のやく80％の範囲を観測し、高解像度のデジ

⑧蛋白質結晶成長実験（STS-84;1997.5.15〜20）

タル3次元地形図作成に貢献した。

実験テーマは10件で、14種の蛋白質につ

⑭ISS組立（3A）
（STS-92;2000.10.11〜24）

いて合計120のサンプル装置に入れ、約200時

ISSの組立飛行は当初予定よりも大幅に遅

間に亘り、20℃以下で結晶成長させ、5サン

れて、第1回の基本機能モジュール（FGB）

プルが地上実験に比べて同等もしくはそれ以

が、平成10年11月20日にプロトンでバイコヌ

上の良質なものが得られた。日本人の搭乗な

ール基地から打ち上げられた。それ以来7回

し。

目、シャトルでは5番目の組立飛行（3A）に

⑨MFD（STS-85;1997.8.7〜19）

若田MSが搭乗となり、カナダ製ロボットア

JEM用マニュピレータ飛行実証実験

ームを駆使してZ1トラスやPMA-3（与圧結
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合アダプタ）の取り付けを行い、NASAから

ガーナで発見され、翌年3月ブレーメンに移送さ

高く評価された。

れた。
（3） 高速再突入実験機（DASH）
高速再突入実験機（DASH；Demonstrator of
Atmospheric reentry System with Hyperbolic
velocity）は、高速地球再突入を行うカプセルの
性能を確認するためのデータ取得を行う実験機で
宇宙研が開発し、平成14年2月4日、H-ⅡA-2でピ
ギーバックペイロードとしてMDS-1とともに打ち
上げられたが、分離に失敗した。
（4） 次世代型無人宇宙実験システム（USERS）
次世代型無人宇宙実験システム
（USERS；Unmanned
Space Experiment Recovery System）は経済産業省

帰還後のSTS-47/SL-J（FMPT）の搭乗員
（左端は毛利衛PS）

（METI）及び新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）の委託を受けて（財）無人宇宙実
験システム研究開発機構（USEF）が開発した宇

4 回収型無人実験衛星
（1） 宇宙実験・観測フラーフライヤ（SFU）

宙実験システムで、実験者が必要とする長期間に
亘る良好な環境（無重力等）のもとでの軌道上実

宇宙実験・観測フラーフライヤ（SFU；Space

験を可能とすると同時に自ら帰還するシステム

Flyer Unit）は、文部省（MESSC）､宇宙研

で、平成14年9月10日、NASDAのデータ中継実験

（ISAS）､科技庁（STA）､宇宙開発事業団

衛星（DRTS）とともにH-ⅡA-3で打ち上げられ

（NASDA）及び通商産業省（MITI）､新エネルギ

た。ミッションとしては、大型の高温超伝導材料

ー･産業技術総合開発機構（NEDO）、（財）無人

の製造実験や大気圏突入時のプラズマ環境の計

宇宙実験システム研究開発機構（USEF）の3省

測、低中高度周回衛星技術の蓄積を図るものであ

庁･4機関が共同して開発したシステムである。昭

り、現在順調に運用中運用・実験中で平成15年度

和62年度に開発が開始され平成7年3月18日に、

5月（予定）リエントリモジュール（REM）の太

「ひまわり5号」とともにH-Ⅱ-3により打上げられ、

平洋上での回収が期待されている。

軌道上で各種の実験・観測を行い、平成8年1月13
日に我が国は初めて若田光一MSによってスペー
スシャトルからの軌道上回収を行った（STS-72）
。
回収後は経費上の理由で再飛行は見送られた。
（2） EXPRESS
EXPRESS（ EXPeriment RE-entry Space
System）は、地球周回軌道上での微小重力環境
利用及び再突入関連技術研究を目的とした自立帰
還型宇宙実験システムである。日独科学技術協力
協定に基いた宇宙開発分野における初の日独共同
プロジェクトとして平成2年10月にスタートした。
平成7年（1995）1月15日にM-3SⅡ-8で打ち上げら
れたが、第2段の姿勢制御が不能となり軌道投入
に失敗し行方不明となったが、11月にアフリカの
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月2日に国会で可決され（昭和43年7月1日施行）、
「宇宙の平和利用原則」は衆議院で決議されたの
である（昭和44年5月9日）
。そして昭和44年6月23
日成立の宇宙開発事業団法の中で、平和目的の原
則が第1条に明示された。宇宙条約における「平
和目的」は「非侵略」であり「非軍事」ではない
ので、自衛権の範囲内であれば、平和目的の宇宙
利用と一般的には解釈されている。一方、我が国
の宇宙開発・利用は、憲法の精神にのっとり、非
核、非軍事の観点から平和目的に限定され今日に
USERS（REM分離の想像図）

至っている。
（2）日米人工衛星調達問題とスーパー301条の適用

2節 実用衛星時代を迎えて

日米宇宙協力交換公文（昭和44年7月31日成立）
を基に、日本の実利用分野の宇宙開発は技術導入

1 取り巻く制約
（1） 宇宙の平和利用原則と武器輸出三原則等

路線でスタートしたが、技術情報の第3国開示制
限とか外国衛星の日本での打ち上げは米の事前連

昭和21年11月3日に現行の日本国憲法が公布

絡を要するなどの制約の中、N-Ⅰ、N-ⅡそしてH-

（翌年5月3日に施行）されて、日本の復興・再建

Ⅰロケットと性能向上を図るとともに国産化率

が始まった。昭和26年9月8日、サンフランシスコ

100％を達成すべく努力を重ねるとともに、気

講和条約で対日平和条約と日米安全保障条約が調

象・通信・放送衛星などの技術開発及び実利用活

印され、警察予備隊、保安隊を経て昭和29年7月1

動を展開しつつあった。

日に防衛庁と改組され、陸、海、空の自衛隊が発

ところがこのような状況の中で、昭和48年7月

足した。その後昭和35年6月、新しい日米安全保

18日に電電公社研究開発本部長一行が、米ヒュー

障条約が承認され発効された。

ズ社を訪れ、設計資料購入を希望したのに対し、

昭和42年4月21日、衆議院決算委員会での総

同社は衛星本体（ハード）の購入を求めた。

理大臣答弁で武器輸出三原則を政策として示し

NTT一行は国の宇宙開発政策に従っており、ハ

た。これは共産圏諸国、国連決議により武器等の

ードを調達する立場にはない旨説明したが、これ

輸出が禁止されている国、国際紛争の当事国また

を契機として日米人工衛星問題は端を発すること

はそのおそれのある国に対して武器の輸出を禁じ

となった。

たものである。

その後、日米ハイレベル協議や交渉が続いたが、

その後、昭和51年2月27日における衆議院予算

米側の非難は、主として日本の宇宙政策は産業政

委員会において、三木総理大臣が「武器輸出に関

策であり幼稚園産業の保護政策であること、そし

する政府統一見解」を示し、三原則対象地域以外

てNTTが民営化された企業でありながら自由に

の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿

衛星調達ができないという点であった。そして平

易管理法の精神にのっとり武器の輸出を慎しむ、

成元年5月25日、米商務省USTRは包括貿易法ス

更に武器製造関連設備の輸出については武器に準

ーパー301条（不公正貿易国・行為の特定・制裁）

じて取り扱うとの条項を付加して、海外への武器

に基づく対日適用を決定し発表、人工衛星を調

等の輸出そのものを実質的に規制した。そのため、

査・交渉対象品目の一つに認定した。

我が国の武器輸出政策としては、上記二つの国会

日米人工衛星問題の日米交渉は、平成元年9月7

答弁を総称して「武器輸出三原則等」と呼ぶよう

日の日米貿易委員会から始まり、平成2年4月3日

になった。

の同委員会フォローアップ会合で実質合意された

更にこのような内外情勢の中、宇宙開発審議会

のち、同年6月12日の衛星専門家会合で、研究開

を改組する宇宙開発委員会設置法が、昭和43年5

発以外の衛星調達手続きについて合意、同年6月
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14日のアクションプログラム委員会実行推進委員

はスーパーバードである。

会で「非研究開発衛星の調達手続」を決定し、同

JSAT社は、アリアンロケット打ち上げによる

年6月15日に村田良平特令全権大使とカラー・ヒ

JCSAT-1（1989.3.6打ち上げ）及びJCSAT-2

ルズUSTR代表の間で書簡の交換により最終的に

（1990.1.1打ち上げ）の2衛星は退役して、平成14年9

決着した。その大意は、日本政府及びNTT等の

月現在8機で運用しており、平成15年初めには

機関の研究開発衛星以外の非研究開発衛星の調達

Horizons-1を打ち上げ予定である。衛星管制システ

はオープン、透明かつ内外無差別の手続きで行う、

ムとしては、横浜衛星観測センター（YSCC）と群馬

日本政府は現行のCS-4計画を変更し、NASDAは

観測所の2局体制となっている。SCCの「スーパー

新技術の実証を目的とした研究開発衛星を開発す

バード」は、平成元年6月5日の初打ち上げ以来、平

る、研究開発衛星の性格を定義づけ商用または恒

成14年9月現在スーパーバードA、C、B2、Dの4機

常的サービスを継続して提供するために設計また

体制で運用しており、衛星管制システムとしては茨

は利用される衛星は研究開発衛星ではない、等で

城衛星管制局（SPE）と山口衛星管制局（SPW）の

ある。このスーパー301条の適用は、米国の保護

2局体制となっている。

主義を強めたとともに、日本叩きが狙いであった

なお、スーパー301条の適用によって、CS後継機

とも言えるもので、相互に受け入れ可能な見直し

については日本電信電話（NTT）がNスター衛星を、

はするというものの今日に至っている。

BS後継機については放送衛星システム（B-SAT）
がB-SAT衛星の各シリーズをそれぞれ調達すること

（3）ロケット年間打ち上げ期間の制約から拡大へ
現在わが国の人工衛星打ち上げ射場は、鹿児島

になり、すべてアリアンロケットで打ち上げられ運
用されている。

県の種子島東南海岸部にある宇宙開発事業団の種
子島宇宙センターと大隈半島東南部の内之浦町に

3 信頼性・品質保証の向上とISOへの参加

ある宇宙科学研究所の鹿児島宇宙空間観測所と2

宇宙産業は、原子力、自動車、プラント、造船等

ヶ所があり、種々のロケットで多くの実用衛星及

とともに大規模システムと言われており、使用する

び科学衛星を打ち上げてきた。これら2射場から

部品点数は膨大な数となる。「ものは故障し、人は

のロケット打ち上げ期間は、昭和43年8月の関係

エラーする」ため、部品点数の多い大規模システム

省庁と漁民代表との合意によって約30年間、1〜2

においては不具合が頻繁に発生し、信頼性・品質保

月の45日間と8〜9月の45日間と計年90日間に制約

証の向上のための努力が欠かせない現状にある。

されていた。その後、我が国の宇宙開発の発展を

不具合の歴史を紐解くと、米国においては、1967

願う関係者の努力と漁業関係県（鹿児島、宮崎、

年1月26日のアポロ1号における地上火災事故で3人

大分、愛媛、高知）の理解によって、平成9年6月

の宇宙飛行士全員が死亡、1986年1月28日のスペー

17日に新しい合意が得られて年間最大190日間と

スシャトル「チャレンジャー」事故では、固体ロケ

大幅に拡大され、打上げ機会が増加したことは打

ットブースターのシールの不具合のため打ち上げ後

ち上げ事業の商業化へ明るい見通しを与えるもの

73秒で爆発し、7人の宇宙飛行士全員が死亡した。

であった。

一方我が国においては、昭和51年2月N-Ⅰ-2で打ち上
げられた「うめ」の電源系の事故、昭和54年2月N-

2 民間商業通信衛星の活躍
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Ⅰ-5の3段の衛星接触事故、平成6年8月の「きく6号」

昭和60年に民間企業による商業通信衛星会社であ

による液体アポジ推進系事故、最近では平成10年2

るJSAT（ジェイサット）
（当初は日本通信衛星とし

月のH-Ⅱ-5の第2段エンジン早期燃焼停止、平成11年

て昭和60年2月18日創立）と宇宙通信（SCC）
（同年3

11月のH-Ⅱ-8および平成12年2月のM-V-4の第1段エ

月22日創立）の2社が設立され、第1種電気通信事業者

ンジンによる事故等、自主開発分野における事故が

として平成元年より、それぞれ米社製の通信衛星を

発生している。これらの事故により、品質保証等品

欧米ロケットで打ち上げ、複数機体制で通信・放送

質マネージメントシステムの改善が叫ばれ、NASDA

の区別なく国内を始めアジアの一部にわたりサービ

自身の品質保証活動の強化、ISO9000品質マネージメ

スを続けている。衛星名称は、JSATはJCSAT、SCC

ントシステム（QMS：Quality Management System）
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3節 宇宙の更なる利用を求めて

我が国の品質管理は、戦後、米軍の調達要求の検
査制度（IS）
、品質管理（QC）の導入から始まった。

通信、放送、気象衛星以外の利用分野としては、

「Quality Control」を「品質管理」と訳し、英語の

地球環境、資源探査などのリモートセンシング活動

「統制・制御」の意味から「管理」の文字を持つ

が展開され、今後もますます重要視されている。ま

「マネージメント」の意味合いが加わった。更に、

た、宇宙輸送コスト低減のための再利用型宇宙往還

デミング博士の来日で紹介された｢PDCA｣（Plan-

機（RLV）の開発や、将来の有人宇宙活動のため国

Do-Check-Action）のデミングサイクルは、各企業

際宇宙ステーション（ISS）計画へ我が国も日本の

におけるQCサークル活動を通して活用された。更

実験棟（JEM）の開発･利用･運用に資源（リソース）

に、品質重視の考え方が、源流へさかのぼり、製品

を投入して参加している。

の製造・検査管理から、プロセスの管理、源流管理、
顧客重視、TQC（統合品質管理：Total Quality

1 資源探査衛星シリーズ

Control）、TQM（全社的品質管理：Total Quality

資源探査衛星Ⅰ号
（JERS-Ⅰ；Japanese Earth Resources

Management）へと、良い製品を作る管理技術を成

Satellite-1）は、能動型観測技術の確立を図るとともに

長させ、組織的な活動となった。

資源探査を主目的に、国土調査、農林漁業、環境保

この日本的品質管理の現場を重視したプロセスの

全、防災、沿岸域監視等の観測を行うことを目的と

改善活動が欧米へ行き、Process $ Product、PDCA

し、光学センサ（OPS）と合成開口レーダ（SAR）

等として、ISO9001-2000品質マネージメントシステ

を搭載して、平成4年2月11日にH-I-9により打ち上げ

ム（QMS）へ取り入れられ、ISO QMSを、生産的

られ、
「ふよう1号」と命名された。

な活動を行う全ての組織活動に活用できるように進
展させた。
また、宇宙機器・部品材料分野については、高度

その後、同年6月1日から定常段階（定常運用）へ
移行後は、海外の受信局を含む画像データ受信局に
対し観測データを供給し続け、平成6年2月10日、当

で複雑な宇宙システムを支える部品・素材に対して

初予定された打ち上げ後2年間の運用を終了した。

高性能化、小型・軽量化､耐環境性・高信頼性・安

その後も後期運用段階の運用を継続し、平成10年10

全性の向上などが要求され、技術波及効果も大きい

月12日運用を終了した。その後、周回を続けていた

のが特徴である。一方、無重量、高真空などの宇宙

が、平成13年12月13日、南極沖の南太平洋上空から

環境を利用した、新しい材料や薬品、新しい工法に

大気圏再突入して消滅した。この間の取得データは

よる製品が実用化され、今後新しい産業として展開

広く活用されている。

する可能性もある。宇宙用部品・素材の開発は、巨

通産省が資源探査用観測システム研究開発機構

額の研究開発費が必要なうえ、市場規模も小さいこ

（JAROS）に委託して開発する資源探査用将来型セ

とから、宇宙工業全体と同様、部品・素材産業も国

ンサ（ASTER；Advanced Spaceborne Thermal

の政策への依存が強い。このため、宇宙開発事業団

Emission and Reference ）は、JERS-1の資源探査技

は部品の認定制度を設けて、部品の高信頼性化、共

術の維持及び発展を図ることを目的としたセンサで

通化とともに安定供給を進めている。昭和63年10月

あり、1998年に打ち上げ予定の米NASAの地球観測

に設立された高信頼性部品株式会社（HIREC）は、

システム衛星（EOS-AM1）への搭載を予定してい

信頼性評価、一括購入などを通じ、宇宙用部品の信

たが、遅れて1999年12月18日にNASAのアトラスⅡ

頼性確保とコストの節減を図ることを目的としてお

ロケットで打ち上げられたテラ（Terra）衛星の一

り、電子部品の輸出も検討している。部品や素材に

部として2000（平成12）年2月24日より観測を続け、

ついては、今なお米国など先進国との技術格差があ

良好な画像を送っている。ASTERは、地球表面の

り、生産規模も小さいが、今後も技術協力の強化と

温度、熱の放出、反射及び上昇率に関する詳しい図

販路拡大による成長が期待される。

表の作成に利用されている。米NASAの地球観測衛
星（EOS）システムとしては、Terra（地）、Aqua
（水）
、及びAura（天気）の3衛星からなり、生活圏、
地球表面そして大気間の相互作用に関する理解を深
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めることを目的としている。

ター）は衛星バスと他の4センサーをそれぞれ開発し、
その後現在なおも順調にデータを取得している。

2 地球観測衛星シリーズ
電離層観測衛星（ISS）は、電離層観測を行い、

改良型高性能マイクロ波放射計（AMSR-E；
Adavanced Microwave Scanning Radiometer-E）は、

短波通信の効率的な運用に必要な電波予報・警報に

平成14年度に打ち上げの環境観測技術衛星

利用するためN-Ⅰ-2で昭和51年2月29日（ISS）
、およ

（ADEOS-Ⅱ；Advanced Earth Observing Satellite-

びN-Ⅰ-4で昭和53年2月16日（ISS-b）にそれぞれ打

Ⅱ）に搭載された高性能マイクロ波放射計（AMSR）

ち上げられ､｢うめ｣､｢うめ2号｣と命名され、日本列

を改良したセンサーである。グローバルな地球環境、

島の正確な位置を明らかにした。

特に水・エネルギー循環のメカニズム解明に貢献す

測地実験衛星（EGS；Experimental Geodetic

るデータをより高い頻度で取得することを目的とし

Satellite）は、受動型レーザ測距による国内測地三

て、平成14（2002）年5月4日にデルタⅡロケットで

角網の規正、離島位置の決定等を行うため、H-Ⅰロ

米西海岸バンデンバーグ基地から打ち上げられた

ケット（2段式）試験機1号機の性能確認も兼ねて、

NASAの地球観測システム衛星（EOS-PM1；Aqua）

昭和61年8月13日に打ち上げられ、
「あじさい」と命

のセンサの一つとして搭載された。打ち上げ後の同

名された。

年5月15日に最初の異常が発生し、約2週間異常現象

海洋観測衛星1号（MOS-1；Marine Observation
Satellite）は、海洋面の色及び温度を中心とした海

が続いたが、懸命な地上からの対策処理によって、
同年6月11日以降順調にデータを取得中である。

洋現象の観測を行うとともに、地球観測用人工衛星

環境観測技術衛星（ADEOS-Ⅱ）は、ADEOS「み

に共通な技術の確立を図ることを目的として、昭和

どり」による広域観測技術を更に高度化し、人類共

62年2月19日にMOS-1がN-Ⅱｰ7で、平成2年2月7日に

通の緊急課題である地球環境問題に係る全地球的規

MOS-1bがH-Ⅰ-6で打ち上げられ、それぞれ「もも1

模の水・エネルギー循環のメカニズムを解明するた

号」、「もも1号b」と命名された。MOS-1は平成7年

めに不可欠な地球科学データの取得を主たる目的と

11月29日に、MOS-1bは平成8年4月25日にそれぞれ

し、広域観測のセンサーを搭載して、平成14年12月

運用を終了した。

14日にH-ⅡA-4により打ち上げられ、「みどりⅡ号」

地球観測プラットフォーム技術衛星（ADEOS；

と命名された。NASDAは、高性能マイクロ放射計

ADvanced Earth Observing Satellite）は､MOS-

（AMSR）
、グローバルイメージャー（GLI）
、データ

1/1b､JERS-1により培われた地球観測技術の維持、

収集システム（DCS）を担当し、この他環境省、米

発展を図るほか、プラットフォーム・バス技術、衛

NASA，仏CNEＳのセンサーを搭載しており、今後

星間データ中継技術の開発を行い、あわせて、グロ

の観測が期待されている。なお、同時に打ち上げら

ーバルな地球環境変化の監視活動において国際協力

れた3個のピギーバック衛星のうち、千葉大学の鯨

（搭載センサーは日本3、米国2、仏1の計6個）の推

生態観測衛星（WEOS）も環境観測に貢献すること

進を図ることを目的とした衛星であり、平成8年8月
17日にH-Ⅱ-4により打ち上げられ、
「みどり」と命名

陸域観測技術衛星（ALOS；Advanced Land

された。約10ヶ月間の運用後、太陽電池パドルの破

Observing Satellite）は、ADEOSによる陸域観測を

断と思われる電力消失により、平成9年6月30日に運

更に高度化し、国内及び諸外国の縮尺2万5千分の1

用を断念した。その間の受信データは広く解析に供

の地図作成、地域観測、災害状況把握及び資源探査

された。

を主たる目的とし、平成16年度にH-ⅡAロケットに

熱帯降雨観測衛星（TRMM；Tropical Rainfall
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が期待される。

よる打ち上げを予定している。

Measuring Mission）は、全地球規模のエネルギー

平成10年8月31日のテポドン発射を機に、日本

収支のメカニズムを解明するために不可欠な熱帯降

独自の偵察衛星を求める声が強まり、安全保障上の

雨の観測等を目的とした日米協力衛星として、平成

情報収集だけではなく、宇宙平和利用の原則から、

9年11月28日に技術試験衛星Ⅶ型（ETS-Ⅶ）と共にH-

災害監視なども行う多目的の情報収集衛星の導入が

Ⅱ-6により打ち上げられた。日本は主センサーの降

平成10年11月6日、政府によって正式に閣議決定さ

雨レーダ（PR）を、米NASA（ゴダード宇宙飛行セン

れた。平成14〜15年度にH-ⅡAロケット2機により、
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太陽同期準回帰軌道（400〜600km）に光学衛星2基、
レーダ衛星2基の計4基をそれぞれ2基づつ打ち上げ
ることを目標として開発中である。
情報収集衛星
（IGS；Information Gatherig Satellite）

追い超す努力：技術基盤確立の時代

4 再利用型宇宙往還機へむけて
将来の宇宙往還技術試験機（HOPE-X；H-Ⅱ
Orbiting Plane-Experimental）はその開発及び飛行
実験を通じて、今後の宇宙輸送コストの大幅な削減

システムは、ALOSの陸域観測技術を発展させるも

を可能とする再使用型宇宙機（RLV）の実現に向け

ので高分解光学センサ（分解能1m）を搭載した光

て必要となる主要技術を早期に確立することを目的

学衛星2基、合成開口レーダ（分解能1〜3m）を搭

とした試験機である。しかしその後、資金計画上の

載したレーダ衛星2基、及び衛星の管制、衛星から

理由で、平成12年8月4日、科技庁によって開発は凍

のデータ受信、画像処理・解析・判読、運用管理等

結されている。

を行う地上設備から成る。これら光学衛星2基、レ

HOPE-Xの開発に先行して、軌道再突入実験機

ーダ衛星2基を用いて、それぞれ1日に1回以上の頻

（OREX；Orbital Reentry EXperiment Vehicle）は、

度で、世界中の任意の地点を観測することが可能で

大気圏再突入時の空気力・空力加熱基礎データ、耐

ある。これは昭和57年に自民党宇宙開発特別委員会

熱構造データ、通信途絶（ブラックアウト）現象の

が日本独自の安全保障衛星の打ち上げ提唱して以

GPS受信機に与える航法上の影響等各種基礎データ

来、20年近く経ちようやく実現しようとしている

取得を目的として、平成6年2月4日、H-Ⅱ-1で性能確

（平成15.3.28打ち上げ済）
。
今後のものとしては、ますます重要視される「地
球環境監視分野のロードマップ」の一つとして、

認用ペイロード（VEP-1）とともに打ち上げられ、
所期の目的を達成した。
極超音速飛行実験（HYFLEX；HYpersonic FLight

TRMM､ADEOS-Ⅱ､ALOSの各後継プロジェクト

EXperiment）は、HOPE-Xの開発に向けて、極超音

（GCOM,GPMなど）がNASDAを中心として検討さ

速揚力飛行体の設計・製作・飛行技術の蓄積及び極

れている。

音速領域における実飛行技術データの取得を目的と
し、極超音速揚力飛行体の実飛行環境における空力

3 運輸多目的衛星シリーズ

加熱・空力特性データの取得、極超音速大迎角飛行

我が国の気象業務の改善及び気象衛星に関する技

における誘導制御則の評価、熱防護材料及び熱防護

術の開発を目的としてGMSシリーズの1号から5号ま

講造の性能評価、極超音速揚力飛行体の通信ブラッ

でを打ち上げ、運用されており、データは国内だけ

クアウト現象に関する基礎データを取得する目的

でなくアジア、オセアニア諸国に広く利用されてい

で、平成8年2月12日、2段式J-1ロケット1号機で打ち

る。これらGMS衛星の主要部分は、米国からの技術

上げられた。太平洋上に開傘・着水後の回収に失敗

導入により開発された衛星である。

はしたが飛行データ取得には成功した。

GMS-5の後継機である運輸多目的衛星（MTSAT；

小型自動着陸実験機（ALFLEX；Automatic

Multi-functional Transport SATellite）は気象観測機

Landing FLight EXperiment）は、HOPE本機と同

器の他に、航空管制業務に使用される移動体通信及

等の機体空力特性を有する約1/3スケールの小型の

び航法のための機器を搭載し、平成11年11月15日に、

無動力滑空実験機である。本実験機を高度1,500ｍで

期待を込めてH-Ⅱ-8により打ち上げられた。しかし、

ヘリコプタから分離、自由落下させて増速、滑空さ

第1段エンジンの思わぬ早期停止により飛行経路が

せた後、所定の滑走路に自動着陸させる実験を通じ

予定より外れたので、約8分後に我が国初の地上破

て、HOPE本機の自動着陸技術の基盤を固め、種々

壊指令によりロケットと共に破壊された。MTSAT

の技術データを取得することを目的として、平成8

打ち上げ失敗後、現用のGMS-5の寿命延命対策を図

年7月6日から8月15日までに計画通り計13回の着陸

るとともに、新1号機衛星（MTSAT-1R）を再調達

テストを豪州ウーメラ実験場で行い所期の成果を挙

した国土交通省と気象庁は、打ち上げロケットにH-

げた。

ⅡAロケットを採用し平成15年度夏季に打ち上げる

高速飛行実証機（HSFD；High Speed Flight

予定である。現用GMS-5「ひまわり5号」の延命対

Demonstration）の2段階（フェーズⅠ、Ⅱ）の飛行

策とともに米国気象衛星のバックアップ対策を講じ

実験は、これまでHOPE-Xで想定した高度対速度範

つつ打ち上げに向けて現在準備中である。

囲の中、OREX､AFLEX､ALFLEXの3EXシリーズ
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では実証できていない超音速飛行領域での航法・飛
行制御を補完し、宇宙往還機が地球に帰還する際の
最終飛行における技術検証することを目的とした。
HSFD-1は、全長3.8m、全幅3m、全重量約735kgの
ジェットエンジン付自動離着機であるが、HSFD-2
は、全長3.8m、全幅2.4m、全重量約500kgのバルー
ン投下式着陸機である。
フェーズⅠでは、平成14年10月18日、11月5日と
16日の3回、キリバス共和国のクリスマス島イーオ
ン飛行場を用いて実施された。フェーズⅡは、平成
15年の4月から8月にかけてノルウエーのキルナの実
験場（Esrange）で高度30kｍに上昇させたバルーン
から落下させて、開傘・着地させる予定となってい
る。
宇宙科学研究所では、将来の宇宙輸送システムの

HYFLEXを搭載したJ-Ⅰ-1（2段式）
（平成8.2.12打ち上げ）

研究として繰り返し飛行が可能な完全な再使用型の
ロケットについて研究開発を行っている。この研究
の一環として、小型の実験機による飛行技術習得の
ための実験を平成10年から行っており、平成13年に

5 国際宇宙ステーション（ISS）計画への参加
（1）ISS計画の概要
国際宇宙ステーション（ISS；International

は、到達高度約20mの離着陸飛行実験を実施した。

Space Station）とは、高度約400km、傾斜角51.2度

この時に、着陸から次の飛行までのターンアラウン

の地球周回軌道上に構築される恒久的多目的な有

ドは、約48時間（中1日）を達成した。

人施設で、実験、観測、居住、補給、ロボティッ
クス、電力供給などを行う。1984年1月の米レー
ガン大統領の呼びかけから始まったこの宇宙基地
計画（当時の名称）は、1985年より予備設計に参
加した米国、日本、欧州、カナダならびに1998年

OREX

1月より参加のロシアの5極パートナが参加する20
世紀最大の宇宙国際共同プロジェクトとされ、宇
宙環境利用実験、工学実験、更に人間が宇宙に長
期滞在する際の人体への影響に関する研究、天体
観測基地としての利用等を目的としている。米国
の財政事情やロシア参加による財政・技術調整の

HYFLEX

ため度重なるスケジュールの遅れがあったが、
1998年11月20日のISS第1回打ち上げからもスケジ
ュール変更を重ねているが徐々に建設されてい
る。我が国は実験モジュール（JEM）構想によっ
て参加し、同モジュール（JEM）、宇宙ステーシ
ョン補給機（HTV）およびセントリフュージ
（CF;生命科学実験施設）の開発、運用を行ってい
る。2002年10月現在、最終組み立て完成は2008年
頃とされている。
完成時には、寸法108.5m×88.4mの太陽電池パ
ドル4面を支える水平ビームに計10棟の各モジュ

ALFLEX
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第1期生（1985年8月選抜）は毛利衛（飛行2回）
、

当面は3名交代制、完成直前には6〜7人乗りで、
約10年間運用される予定である。
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向井千秋（同2回）
、土井隆雄（同1回）の3名、第
2期生（1992年1月選抜）は若田光一（同2回）の1

（2）日本の実験棟（JEM）
「きぼう」の
開発・利用・運用

名、第3期生（1996年5月選抜）は野口聡一の1名、
第4期生（1999年2月）は、古川聡、星出彰彦、角

ISSプロジェクトの我が国の担当部分である構

野直子の3名の計8名が選抜・採用され養成されて

成要素は当初、日本の実験棟（JEM）と称してい

いる。なお、毛利衛氏は平成13（2001）年7月に

たが、その後、平成11年4月、公募により「きぼ

退役し、日本未来科学館の館長に就任し、宇宙を

う；KIBO」という愛称がつけられた。「きぼう」

含めた科学の啓蒙活動を行っている

（JEM；Japanese Experiment Module）は、スペ
ースシャトルで段階的に打ち上げられ、ISSのロ
ボットアーム、搭乗員の船外活動等によって軌道
上でISS本体に組み立てられる有人軌道上研究所
である。平成14年10月現在、2006年から2007年に
かけて3回のスペースシャトルによる打ち上げを
計画している。「きぼう」は外径4.2ｍ、長さ11.2
ｍの船内実験室に船内保管室、船外パレット、船
外実験プラットフォーム及びロボットアームが付
属しており、総重量は26.5ｔ。与圧部には実験ラ
ック10個が搭載される。産学官の有機的協力を図
りつつ、材料実験、ライフサイエンス実験、科学、
工学、地球観測、通信実験等を行う。

JEM「きぼう」の製作状況

宇宙ステーション補給機（HTV；H-Ⅱ Transfer
Vehicle）は、ISS計画の一環として、ISSを運用・
利用していくために必要な物資の補給業務に対し
て応分の貢献を行うことを目的とし、H-ⅡAロケ

4節 H-Ⅱ及びM-Vロケットの打ち上げ失敗、
宇宙事業の停滞

ット増強型で打ち上げて効率的に宇宙輸送を行う
予定である。更にセントリフュージ（CF）は、
「きぼう」の3回シャトル打ち上げ費用代替分（バ

1 H-Ⅱロケットの2回連続打ち上げ失敗と
計画の見直し

ーター）としてNASDAが開発し軌道上でNASA

平成6年2月4日のH-Ⅱロケット試験機１号機の打ち

に提供するもので、現在のところHTV-1,CFとも

上げ以来、計8回の打ち上げを目指して2、3、4及び6

2007年ごろの打ち上げ予定で開発中である。

号機（5回目）の打ち上げを続けていたNASDAは、
2回連続打ち上げ失敗という創立以来の危機を迎え

（3）NASDAの宇宙飛行士
宇宙開発事業団は、昭和60（1985）年の第1回

た。
衛星の不具合、天候不良のため当初より8日遅れて、

から4回に亘るスペースシャトル用宇宙飛行士候

平成10年2月21日､H-Ⅱ-5（6回目）により打ち上げら

補者の募集・選抜を行い、8人の宇宙飛行士を養

れた通信放送技術衛星（COMETS；COMmunication

成してきた。1992年9月の毛利ペイロードスペシ

and broadcasting Engineering Test Satellite）は、

ャリストの初シャトル搭乗（1992.9.12〜9.20）を

予定外の静止トランスファ軌道に投入され、「かけ

はじめとして、7回のスペースシャトルミッショ

はし」と命名されたが予定の静止軌道投入は失敗し

ンに参加して、材料科学や生命科学などの宇宙実

た。ロケットの飛行解析の結果、第2段エンジン

験、ロボットアームを使った人工衛星の放出・回

（LE-5A）の燃焼が燃焼室の不具合により予定より早

収、船外活動、地球観測、ISSの段階的組立てな

く終了（燃焼室ジャケットの破損によりエンジンが

どを行ってきている。

早期停止）し、衛星が分離・投入されたことがわか
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った。「かけはし」は予定とは異なった軌道上で、

ーサという圧縮器の羽根車の羽根が折れていたので

バッテリ放電のため平成11年8月6日の運用停止まで

ある。破断面には力が繰り返し作用した場合に発生

限られた通信実験を地上からのたゆまぬ努力によっ

する疲労破壊の痕跡が残っていた。破壊はここから

てこなし評価された。

起きたものと推定された。インデューサに水を流し

その後、第2段推進剤供給系の改善を行い、現用
の「ひまわり5号」の後継機でもあるMTSATの見

明らかになった。

直し改良作業もあり、当初の予定より102日もおく

液体中で羽根車を回すと羽根の周囲の圧力が下が

れて、平成11年11月15日にH-Ⅱ-8（7回目）により運

り液体が気化して気泡が発生することがある。これ

輸多目的衛星（MTSAT）を打ち上げることになっ

をキャビテーションという。問題の液体水素ターボ

た。発射後予定よりも何と107秒も早い3分59秒後に

ポンプのインデューサでは、発生した気泡が、気泡

第1段エンジン（LE-7A）が突然燃焼を停止し、姿

を作るインデューサの羽根車よりも高速に回転し、

勢制御も不能となって異常な飛行経路をとった。そ

流れの上流側へ移動する「旋回キャビテーション」

して打ち上げ459秒後、我が国としてはじめて地上

と呼ばれる現象が発生していた。配管内を上流へ逆

指令破壊電波が送信され、衛星もろともロケットは

流する旋回キャビテーションの気泡が、インデュー

爆砕された。H-Ⅱロケット5号機、8号機の2回の連

サ入り口前方の配管の中に立てられた流れを整える

続打ち上げ失敗によってこれからの宇宙事業の停滞

ための整流ベーンにぶつかって共振する際に発生す

は必至と憂う関係者の思いとともに、かつてないほ

る圧力変動が、インデューサの羽根に繰り返し過大

どのインパクトを宇宙産業界に与えた。

な力をかけて、インデューサを破壊し、同時に液体

しかし、当時の小渕総理大臣、中曽根科学技術庁

水素ターボポンプ入口部も破壊され、エンジンへの

長官、二階運輸相は、原因追求と再発防止策の徹底

推進薬の供給が止まり、瞬時にエンジンが停止した

を指示するとともに、国産技術によるロケットや衛

のであった。旋回キャビテーションがその他の要因

星の開発を今後も重視するとの方針を翌16日に述べ

と重なり新たな振動を起こす原因になるということ

た。NASDAは直ちに事故対策本部を設け、宇宙開

を事前に予想できなかったことが、事故の要因とな

発委員会技術評価部会の審議を受けながら、関係メ

った。事故後、様々な関係者が原因を推理したが、

ーカー、機関、大学と一体となって真摯に原因究明

この複合要因による原因を事前に正しく指摘した者

を開始した。

はいなかった。海に落ちたエンジンの主要部を回収

事故の解析作業は直後から始まったが、ロケット
から送信されてきていたテレメータデータからは
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て流れを観測する実験から、事故原因が次のように

できなければ、真の原因を解明することは困難であ
ったと思われる。

LE-7Aエンジンの高圧配管系に何らかのトラブルが

LE-7Aエンジンへの直接的な対策に加え、H-ⅡA

発生して、推進薬の供給が瞬時に停止したと推定さ

の開発強化策として、LE-7A認定エンジンを2台追

れた。事故直後の同年11月19日、NASDAは、海洋

加製作し、より厳しい条件での試験を行って、耐久

科学技術センターに依頼して、第1段が落下した海

性に関するデータを蓄積した。また、第2段目のLE-

域の海底調査を行うことを決めた。同年11月20日か

5Bエンジンについても、信頼性向上のためにかつて

ら12月2日まで行われた第1回調査で、11月27日に海

ない厳しい作動条件での燃焼試験を追加した。その

底に横たわる第1段エンジン部の残骸を発見した。

他固体ロケットブースタ（SRB-A）燃焼試験の追加、

このため急遽第2回調査が同年12月20日から実施さ

誘導制御系のシステム試験の実施、H-ⅡAロケット

れ、12月24日には幸いなことにLE-7Aエンジンの残

試験機の1機追加により飛行実証の充実を図ること

骸が見つかった。エンジン残骸は平成12年1月23日

などの対策を実施した。

から始まった引き上げ作業で、深さ約3000ｍの海底

H-Ⅱ-8の失敗を契機として、もう1機残っていた

から回収された。世界的に見ても深海に没したロケ

H-Ⅱ-7の打ち上げ中止を決めると共に、H-ⅡＡロケ

ットエンジンを引き上げた例はない。

ットの開発強化と打ち上げの1年延期が決定され、

引き上げた残骸の調査から、事前には全く予想し

NASDAはH-ⅡAロケット開発全般にわたっての総

ていなかった事故原因が浮かび上がった。液体水素

点検、開発試験の強化を実施した。その後、平成12

ターボポンプが液体水素を吸い込むためのインデュ

年6月末、8代目として就任した山之内理事長は国鉄
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時代の運用体験に基づき万全を期すため、H-ⅡA-1
の打ち上げを更に半年間延期したのであった。

追い超す努力：技術基盤確立の時代

2 M-Vロケット4号機の打ち上げ失敗と
計画の見直し
H-Ⅱ-8の原因究明のさなかの平成12年2月10日、宇
宙研は、M-V-4（3回目）で第19号科学衛星であるX
線天文衛星（ASTRO-E）を打ち上げた。しかし、第
1段の燃焼末期に一時期姿勢が大きく乱れたため、
第1段燃焼終了時の速度増分が計画値を下回り、姿
勢制御による懸命の回復を試みたがついに軌道に投
入できず、打ち上げに失敗した。
打ち上げ後、射点の周辺に黒い破片が数多く散乱
しているのが発見され、分析の結果第1段モータの
ノズル・スロートの一部であることが判明した。
3,000度Cを越える燃焼ガスによる熱応力によりノズ
ル・スロートが打ち上げ直後から徐々に破損脱落

H-Ⅱ-8の第1段エンジン（LE-7A）本体等の回収

し、ノズル側面に穴が空き、そこから燃焼ガスが漏
れて周辺の姿勢制御機器を焼損した為に姿勢が乱れ
たものと推定された。
グラファイト製のノズルスロートの素材内部に異
物や亀裂などの欠陥が内在したか、表面に亀裂があ
ったことが原因と推定された。これまでの地上燃焼
試験や打ち上げで十分にその信頼性が証明されてい
た素材であり、実績への過信が結果的には設計や品
質管理の死角となった一例であった。その後、宇宙
研はメーカと一致協力して固体ロケットモータのス
ロート・インサートの素材をM-Vの第4段モータや
H-ⅡAのSRB-Aのものと同様なカーボン・カーボン
材に変更し製造の品質管理を強化し、地上燃焼試験
を行って確認して次号機の打ち上げに備えている。

旋回キャビテーション現象

このようにして、我が国を代表する2種の液体・
固体大型打ち上げロケットであるH-ⅡとM-Vは約2
年の間に3回連続して失敗したこととなり、大々的
に報道され、その結果国会にも問題（信頼性の強化、
体制の強化の必要性があり）として取り上げられた
のである。

機体バルブ付配管

海底に沈むノズルスカート

海底に沈む主燃焼室

海底に沈んだH-Ⅱ-8の第1段本体等
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第4章 宇宙商業化への対応：国際競争力養成の時代（1999〜）
1節 宇宙商業化に向けた世界の流れ

2節 新たな宇宙開発体制と宇宙開発利用の
基本方針

米国初の民間通信衛星会社（コムサット）が発足
したのは1963年2月1日のことで、第2次大戦終了の
18年後であった。その後の通信・放送衛星による活
躍は目ざましく、今後も発展が見込まれる分野であ
る。

1 総合科学技術会議による宇宙開発利用の
新基本方針
21世紀の始まった平成13年1月6日、中央省庁を1
府22省庁から1府12省庁に再編する機構改革が実施

スペースシャトル初飛行の翌1982年、レーガン米

された。総合科学技術会議は、内閣総理大臣及び内

大統領は国家宇宙政策を発表し、民間部門の投資及

閣を補佐する「知恵の場」として、我が国全体の科

び非軍事宇宙活動への関与の増大を目標として民間

学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合

による宇宙技術開発の促進を実施原則の一つとし、

的・基本的な科学技術政策の企画立案および調整を

米国の宇宙商業化政策が示された。その後、使い捨

行うことを目的とし、内閣府設置法（平成11年法律

てロケット（ELV）の民営化（1983年）、民間企業

第89号）に基づき、「重要政策に関する会議」の一

による商業打ち上げへの移行、運輸省（DOT）連

つとして内閣府に設置された。

邦航空局（FAA）内に商業宇宙輸送局（AST）を

一方、我が国全体の宇宙開発に関する重要政策を

つくりロケットメーカーの子会社が商業打ち上げを

これまで審議してきた宇宙開発委員会の位置付け

行う（1984年）、チャレンジャ号事故後にスペース

が、中央省庁再編に伴い文部科学省内に置かれ、宇

シャトルは国家安全保障・外交・科学技術上必要な

宙開発事業団に関する事項のみを審議することとさ

場合に限定し、商業打ち上げは民間ELVへ（1986年）
、

れた。このような経緯から平成13年10月30日総合科

新商業宇宙打ち上げに対する規制の撤廃（1991年）
、

学技術会議の下に宇宙開発利用専門調査会が設置さ

国家打ち上げ戦略国家宇宙輸送政策で国防省は発展

れ、我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るとと

型ELV（EELV）
、NASAはシャトル後継用再利用型

もに、宇宙の利用を通じて国民生活の質の向上等に

ロケット（RLV）の開発（1994年）、と次々と宇宙

資するため、今後の宇宙開発利用に対する取り組み

産業化を促進してきた。

の基本等について調査・検討を行うことになった。

また、地球観測分野では、分解能の制限が10ｍ以

同年1月22日の第1回から平成14年6月11日の第11

上（1992年ランドサット法）
、から3ｍ（1993年）
、1

回に亘る会合で審議され、その成果は「今後の宇宙

ｍ（1994年）へと緩和され、1991年の米国商業宇宙

開発利用に関する取組みの基本について（案）」及

政策ガイドラインの再強調（1996年）、更に1996年

び「同（概要）」としてまとめられた後、同年６月

から難産していた商業宇宙法の成立（1998年）によ

19日の総合科学技術会議で同報告書は議決された。

って、国際宇宙ステーションの民営化、商業利用化

同報告書の目標と方針を、以下に示す（宇宙開発利

の加速、RLV運用の民間開放、GPSの無料使用、政

用の戦略と商業化等の項目については省略）
。

府が民間企業から地球科学・宇宙科学データ購入の
奨励等が規定された。
我が国における宇宙商業化への対応については、

○ 我が国の今後の宇宙開発利用は、知の創造、経
済社会の発展、安全の確保、人類の持続的発展、

平成14年6月19日の「今後の宇宙開発利用に関する

国民生活の質の向上という目標の下に推進。我

取り組みの基本について」の中で初めて戦略として

が国の国際的地位、存立基盤を確保するため、

示されたのである。

諸外国における宇宙開発利用の状況を踏まえつ
つ、我が国は人工衛星と宇宙輸送システムを必
要な時に、独自に宇宙空間に打ち上げる能力を
将来にわたって維持する。
○ このため、人工衛星及び宇宙輸送システムを全
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体として、技術的にもコスト的にも世界レベル

の所謂宇宙3機関が従来の宇宙開発委員会とともに

で、設計・製造・運用・利用できる能力（人材、

文部科学省の傘下に入った。NALは、NASDAの前

施設、情報など）を国内に維持する。また、こ

身の科学技術庁宇宙開発推進本部、推本時代から双

の過程で得られた技術が輸出などにより、国際

方の共同研究や共同プロジェクトに参加していたた

的な平和と安全の維持を妨げることとならない

め航空技術のリードセンターでありながら宇宙3機

よう適切に対応する。

関の一つとされた。平成13年4月1日NALは独立行政

○ 宇宙開発のメリハリのきいた重点化と宇宙利用

法人となり、同月6日にはこの3機関が連携して研究

の戦略的拡大を図るとともに、宇宙産業が将来

プロジェクトを実施するための運営本部が発足し

の我が国の基幹産業に発展するよう宇宙開発利

た。このような具体的なシステム作りとあわせて3

用の産業化を促進する。また、宇宙科学や基礎

機関の在り方の検討が更に進められ、同年8月21日

的研究については長期を見据え着実な取り組み

には3機関統合の方針が示された。続いて同年9月18

を進める。

日には統合準備会議が発足し、同年12月19日に「我
が国の宇宙開発利用の目標と方向性」を中間取りま

平成14年7月1日、宇宙開発事業団法第24条の規定

とめ、明けて平成14年3月27日、同会議は「宇宙三

に基づき、同事業団の業務運営の基準となる「宇宙

機関統合後の新機関の在り方について」の報告書を

開発に関する基本計画」が総務大臣、文部科学大臣、

発表した。

国土交通大臣名で発表された。その内容は、総合科

その骨子となる新機関の主要業務内容は、①基幹

学技術会議報告を踏まえるとともに、後述する宇宙

システムの整備・運用に関する業務、②衛星等利用

3機関統合を見込んだ具体的なものとなっているが、

システムの企画、開発及び利用促進に関する業務、

従来の宇宙開発政策大綱のようなオールジャパンに

③基盤的・先端的技術開発に関する業務、そして④

亘るものとはなっていない。

宇宙科学研究・教育に関する業務である。宇宙3機

一方、経済産業省は7月2日、「我が国宇宙産業の

関の統合により、我が国の宇宙開発、宇宙科学研究

現状と今後の政策の基本的方向について」と題する

および航空科学技術の研究開発の中核機関として、

資料をまとめ、同日開かれた産業構造審議会航空機

国民・社会の期待に応える新機関が誕生することを

宇宙産業分科会の第1回宇宙産業委員会に提出した。

切望すると報告書は結んだ。平成14年10月21日に国

日本の宇宙機器産業の市場は、平成12年度は3,699億

会に提出された、独立行政法人「宇宙航空研究開発

円の売上高だったものの、市場規模は米国の10分の

機構」法は、平成14年11月19日および12月6日にそ

1、欧州の3分の2程度にとどまっていることを指摘

れぞれ衆議院、参議院で可決され、平成15年10月1

している。更に、冷戦後の宇宙利用の拡大に伴って

日には新機構として大改組されることになった。

宇宙が本格的な産業利用の時代に突入しているこ

目的や文化等の異なった3機関は今後、設立まで

と、さらに世界の宇宙市場が民需中心に拡大、さら

に運営上の諸問題を解決する具体策の検討が行われ

なる伸びが期待されていることなども報告された。

るが、産業界と連携して産業化･商業化を大いに支

そして同委員会では今後、大きな成長が期待される

援する仕組みを構築していくことが期待される。

宇宙産業の競争力強化に向けた施策、すなわち宇宙
産業を日本の基幹産業の一つに位置付けることや重

3節 商業化を目指して

要部品の製造・開発基盤の維持や宇宙利用のビジネ
スモデル構築などを検討する予定と述べている。

1 国際ロケット市場
国際市場における衛星打ち上げロケットとして

2 文部科学省下の宇宙開発委員会と
宇宙三機関統合問題

は、米国のデルタⅡとⅣ、アトラスⅡとV、タイタ
ンⅣとV、ペガサス、アテーナ、トーラス、欧州の

中央省庁再編によって文部省と科学技術庁が合併

アリアンⅣとV、中国の長征シリーズ、ロシアのソ

して文部科学省（MEXT）となり、宇宙科学研究所

ューズ、プロトン、ロコット（独・ロシア）、ゼニ

（ISAS）、航空宇宙技術研究所（NAL）の両国立研

ット3L（ロシア、ウクライナ）、コスモス、モルニ

究所、そして特殊法人の宇宙開発事業団（NASDA）

ア、スタールト、ドニエブル、アンガラ、インドの

第2部

総論

189

第4章

宇宙商業化への対応：国際競争力養成の時代

PSLV（極軌道用）
、GSLV（静止軌道用）
、ブラジル

改修にて、さらに大型の衛星を打ち上げを可能と

のVLS、イスラエルのシャビットの如く多種のもの

する発展性を有している。なお、増強型H-ⅡAの

が運用中であり受注にしのぎを削っている。日本の

コンフィギュレーションについては、宇宙開発委

商業衛星は、日本のロケットが海外のロケットに比

員会の指摘により平成14年度には見直すこととさ

べコスト競争力に劣るため、これまでは以下に示す

れ、検討・審議の結果、経費面等から中断され、

ように海外のロケットで多く打ち上げられている。

当面標準型とされた。

○ 米NASAのデルタ2914型ロケットにより打ち上げ

○

（2）H-ⅡAロケットの連続打ち上げ成功

られた衛星は、NASDAの「ひまわり」
（GMS；

平成13年8月29日16:00、H-ⅡAロケット試験機1

1977（昭和52）7.14）
、
「さくら」
（CS;1977（昭和52）

号機（全長53ｍ、直径4m、全重量約285トン）は、

12.14）
、
「ゆり」
（BS;1978（昭和53）4.7）
、またデル

関係者全員の思い及び国民の期待を込めて打ち上

タⅡロケットによる宇宙研の「GEOTAIL｣（地球

げられた。所定の軌道にペイロード（複数）を投

磁気圏尾部プラズマ観測衛星；1992（平成4）7.24）

入し、初打ち上げは見事に成功した。ペイロード

がある。

はロケットの総合的な性能である軌道投入精度と

JSAT社、宇宙通信社（SCC）及び衛星放送シ

衛星が搭載される温度や振動環境の確認を目的と

ステム社の米タイタン、アトラス及び欧アリア

したもので、性能確認用ペイロード（VEP-

ンロケットで打ち上げられた各商業通信衛星は

2;Vehicle Evaluation Payload-2）と呼ばれた。

JCSAT8基（含NTTのNスター2基）
、スーパー
バード5基、及びBSAT3基である。今後、それ
ぞれシリーズとして後継機を計画中である。

（VEP-1はH-Ⅱ-1で打ち上げ済）
H-ⅡAロケット1号機打ち上げ約5ヶ月後の平成
14年2月4日11:45、2号機は打ち上げられた。固体

○ 独・ロシア合弁ユーロコット社のロコット・ロ

補助ロケット（SSB）を4本装着した2024型に、2

ケットによるUSEFのSERVIS-1は、2003（平成

衛星を同時に打ち上げるための上下2段重ねの

15）年10月１日に、ロシアのプレセツク基地か

4/4D-LC型衛星フェアリングを装着して、標準型

ら打ち上げ予定。
（後述7節参照）

H-ⅡAとしてはもっとも複雑な形態による打ち上
げが実施できることが確認された。この打ち上げ

2 H-ⅡAロケットの開発
（1） H-ⅡAロケットの開発
H-ⅡAロケットは、21世紀における内外の人工

ポンプに、信頼性を向上した新しいインデューサ
（吸い込み口に装着する羽根車）を採用した。ペ

衛星の打ち上げ、国際宇宙ステーションへの補給

イロードは性能確認ペイロード｢VEP-3｣および、

等の多様な輸送需要に、高い信頼性を確保しつつ

H-ⅡAとして初めて本格的な衛星である民生部

低コストで対応するという要請に応えるために、

品・コンポーネント実証衛星「つばさ」
（MDS-1）

H-Ⅱロケットの開発技術成果をもとに平成7年度

の静止トランスファ軌道の投入に成功した。しか

の概念設計後の平成8年度から開発し現在運用し

し、残りのピギーバック衛星（ロケットの余剰能

ている我が国の基幹ロケットである。H-Ⅱロケッ

力を活用した小型副衛星）である宇宙研の高速再

ト最終号機となったH-Ⅱ-8打ち上げ失敗後、全体

突入実験機｢DASH｣はその内部の分離機構の配線

について徹底的な改善と信頼性向上、コストダウ

上の設計ミスのため分離に失敗したが、H-ⅡA-2

ンが行われた。（図H-ⅡからH-ⅡAへの信頼性向

の打ち上げは成功とされた。

上とコストダウン参照）
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では第1段エンジン（LE-7A）の液体水素ターボ

平成14年9月10日16:00、3号機も打ち上げに成功

H-ⅡAロケットは、標準型と増強型があり、標

し、2基の衛星を別々の軌道に投入した。ペイロ

準型はH-Ⅱと同様に静止トランスファ軌道（GTO）

ードには、NASDAのデータ中継技術衛星

に4トン級の衛星を打ち上げる能力を有する。増

（DRTS：Data Relay Test Satellite）と、USEFの

強型は、例えば標準型に対して大型ロケットブー

次世代型無人宇宙実験システム（USERS）であ

スタを追加装備することにより、GTOに7トン級

り、両者ともそれぞれの軌道で順調に運用中であ

の衛星を打ち上げることができる。また、簡単な

る。更にH-ⅡA-3の打ち上げ3ヵ月後の平成14年12
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月14日10:31、H-ⅡA-4がADEOS-Ⅱと3個のピギー

その後、H-ⅡA-5による第1回目の情報収集衛星の

バック衛星（FedSat,WEOS,μ-Labsat）を所定の軌

打ち上げは平成15年3月28日10:27に打ち上げられ

道へ投入し、連続4回の打ち上げ成功となった。

た。

H-ⅡからH-ⅡAへの信頼性向上とコストダウン
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（3）H-ⅡAロケットの今後の展開と打ち上げ予定

発した（2002年8月21日と11月20日にそれぞれ初

宇宙開発委員会は平成14年5月、商業化のため

打ち上げに成功）。これらのロケットの参入によ

の低コスト化を考慮したH-ⅡAロケット増強型の

り、単位重量当たりの打ち上げコストはますます

開発に関して、試験機2機の打ち上げ成功によっ

低下する傾向にある。

て検証されたH-ⅡAのロケット技術に基づき、シ

デルタⅣとアトラスVは、ともにモジュラー構

ステムや開発方式などを1年かけて再検討するこ

造を採用しており、ブースタを増やしたり第2段

とが提案された。また、それに併せて、標準型の

から上の上段ロケットを交換することで小さな衛

ラインナップとして固体ロケットブースタ（SRB-

星から巨大な衛星までの幅広いペイロードを打ち

A）を4本装着し、静止軌道へ3t級衛星の打ち上げ

上げられるように工夫されている。デルタⅣの基

能力を持つH-ⅡA204型を追加する計画も検討さ

本型はほぼH-ⅡAと同等の能力だが、液体酸素・

れている。増強型の再検討については、例えば、

液体水素ブースタを追加することで静止トランス

液体ロケットブースタ（LRB）を1本装着するH-

ファ軌道（GTO）に最大で13.1ｔを打ち上げられ、

ⅡA212型については、さらに簡素にしてコスト

アトラスⅤもGTOへ最大8.6ｔを打ち上げる能力

効果も期待できる案として、LRB装着を取りやめ

を持つ。

第1段の直径を5ｍにしてLE-7Aエンジンを2基装

現在、商業打ち上げ市場でトップシェアを持つ

着する形式が検討されている。新たな増強型は、

欧州のアリアンVロケットは、GTOに6.8tを打ち

開発コストと運用コスト、さらには種子島などの

上げる能力を持つが、欧州は第2段ロケットエン

設備整備コストの合計を最小に留めつつ、十分な

ジンを高性能化することで、GTOに10tを打ち上

打ち上げ能力を持つことが期待された。

げる発展型（EC-A）を開発したが、2002年12月

H-ⅡA-5号機以降の当面の標準型打ち上げ予定
を、以下に示す；
・平成14年度：IGS1号（2基）
・平成15年度：IGS2号（2基）
、MTSAT-1R
（第2段の再々着火を含む）

11日に初の打ち上げは2段点火前に姿勢不具合と
なり地上破壊指令されて失敗した。
ロシアや中国のロケットも商業打ち上げ市場に
参入しており、特にロシアはプロトンロケットの
改良型プロトンMを進めているほか、デルタⅣや

・平成16年度：ALOS、ETS-Ⅷ

アトラスVと同じくモジュラー構造を採用して幅

・平成17年度：増強型試験機（見直し中）
、

広い重量のペイロードを打ち上げることができる

SELENE（月周回衛星）
、WINDS（超高速イ

新型ロケット「アンガラ」の開発を進めている。

ンターネット衛星）

商業打ち上げ市場でH-ⅡAロケットは、市場の覇
者であるアリアンⅣ/Vだけではなく各国の新世

3 H-ⅡAロケットの商業化への努力と民間移管
（1） H-ⅡAロケットの商業化への努力

代のロケットと競わなくてはならず、国際競争力
をいかに高めるかが緊急の課題である。

平成14年6月、総合科学技術会議と宇宙開発委
員会は、H-ⅡAロケットの将来について、開発が
完了した標準型のH-ⅡAロケットを日本の基幹ロ
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（2）基幹ロケットとしてのH-ⅡAロケットの
民間移管

ケットとして位置づけ、政府の人工衛星の打ち上

NASDAは「H-ⅡA民営化作業チームの中間と

げについて優先的に使用することを原則とすると

りまとめ」
（平成14.8.28）に基づき、H-ⅡA標準型

ともに、早期の技術の民間移転による信頼性の向

について、民間の効率的かつ迅速な経営手法によ

上、製造責任の一元化、営業体制の強化など、民

るコスト低減対策、製造責任の一元化による品質

間的な経営手法により効率化を図るとの将来方針

向上及び活力強化を行い、国際競争力を確保する

を示した。

ため、民間移管対象企業の公募を、平成14年10月

ロケットによる衛星打ち上げ市場は欧米露中に

23日に開始した。1社のみ申請書を提出した三菱

よる競争が激化している。アメリカは、ボーイン

重工が、製造体制（品質管理体制、品質向上・コ

グ社のデルタⅣ、ロッキード・マーチン社のアト

スト低減方策を含む）、営業体制（商業マーケッ

ラスVと、それぞれ低コストの大型ロケットを開

ト開始の見通しと設備投資計画を含む）及び技
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術・情報管理体制等についての審査を経て、平成
14年11月20日に民間移管対象企業（プライム）に
選定された。目下、平成17年度からの商業打ち上
げビジネスへの参入に向けH-ⅡA標準型、増強型
のラインアップを揃える等、技術、営業の両面に
わたるプライムと関連企業のより一層の努力によ
り、商業衛星打ち上げを確実に実現して行くこと
が我が国の宇宙産業界の発展につながるものとし
て大いに期待される。
（3）H-ⅡAロケットによる商業衛星打ち上げの受注
平成2年7月5日、商業衛星打ち上げ目的として
期待を担って創立された㈱ロケットシステム
（RSC）は、NASDAが開発するH-ⅡAロケットを

H-ⅡA試験機1号機の打ち上げ（平成14.2.4）

用いた商業打ち上げの受注活動を積極的に開始し
た。その結果、1996年11月にヒューズ社（当時、
現在ボーイング社）より20機（内10機はオプショ
ン）およびスペースシステムズ（SS）／ロラール
社より10機の打ち上げ契約をそれぞれ受注した。
これら人工衛星の打ち上げ準備を鋭意進める中、
H-Ⅱロケット5号機、8号機の連続打ち上げ失敗に
より、平成12年7月ヒューズ社との20機の契約が
解約され、更に平成13年1月にはSS／ロラール社
との契約10機のうち2機が解約された。商業打ち
上げ契約に関しては、SS/ロラール社との間の8機
の契約が残っている現状にある。

H-ⅡAロケットの組み立て状況
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4節 宇宙利用産業の将来展望と衛星の
商業化の努力

録し、国内外の利用者の要望に応じ配布している。
これらの観測データは、更に昭和50年7月28日に
設立された配布機関の（財）リモートセンシグ技

1 宇宙利用の拡大

術センター（RESTEC）を通して、国内外の利用

SIA/Futronの Satellite Industry Indicators

者に提供している。更に、衛星データのオンライ

Survey 2001によると、世界の宇宙産業の売上高は、

ン授受、カタログ情報のオンライン提供等を行う

平成13年度において約12兆円（97.7B$）である。宇

ための地球観測情報システムを運用するADEOS-

宙産業内の比率は、宇宙関連利用産業47％、人工衛

Ⅱ及び今後打ち上げられる陸域観測技術衛星

星製造産業21％、地上施設20％、および打ち上げ産

（ALOS）等の打ち上げに備え、関連地上システ

業11％である。1996年以来、宇宙産業関連利用産業

ムの開発と共に、観測データの受信処理及び解析

は引き続き増大の傾向にある。これまでのところ次

研究への準備業務を引き続き進め、ADEOS-Ⅱの

のような民生分野における宇宙利用が進められてい

初期評価・試験運用を実施するほか、米NASAの

る。こうした宇宙利用は国民の生活の質を向上させ

極軌道プラットフォーム（AQUA）の打ち上げ

るものであり、企業経営の効率化、迅速化から考え

（2002.5.4）を受けて、それに搭載された改良型高

ても、今後更に多くの新事業が出てくることが予想

性能マイクロ波放射計（AMSR-E）の観測データ

される。

処理等の初期運用及び校正検証を行っている。更
に、外国衛星のデータの収集に係る受信処理につ

（1） 通信・放送・測位事業分野の急速な拡大

いては、NASDA等の協力の下に引き続いて

通信・放送・測位事業分野は、ここ数年、急速

RESTECが外国の地球観測衛星運用機関と直接協

な拡大を続けており、宇宙産業全体の需要動向に

力関係を構築して自主的な運用を行っている。一

も大きな影響を与えている。これに伴って、国内

方、資源・環境観測解析センター（ERSDAC）は、

で通信・放送事業を利用する際に必要な衛星通信

ASTERセンサーの画像データの配布を行ってい

の受信機器や、カーナビゲーションシステム等を

る。

製造する地上の関連機器産業分野も急速な拡大を
続けている。今後更に、通信・放送分野における
BS/CSデジタル放送の本格導入、ITS（Intelligent
Traffic System）分野における測位の利用拡大、

2 国際衛星市場における受注活動
（1） 国際衛星市場の動向
米国連邦航空局（FAA）商業宇宙輸送局

画像データを利用した各種アプリケーションの開

（AST）の2002年での世界の商業衛星打ち上げ市

発等の発展が見込まれ、今後も拡大傾向にあると

場予測（2002〜2011年）によれば前年発表の予測

言えよう。

より23％も縮小している。内訳をみると、静止衛
星（GSO）が273基、非静止衛星（NGSO）が79基

（2）リモートセンシング画像の配布・販売
近年、地球環境の保全と持続的な開発との調和

で計352基で、今後10年間の年平均は35基となり、
打ち上げサービス市場は激しい競争状態となる。

が世界全体の緊要な課題となっている。これに応

しかしNGSOは、2004〜2005年には極端に落ち込

えるべく地球科学技術の進展を図り社会活動を展

み年平均8機と予測されているが、FAAが予測を

開するため、リモートセンシング技術は極めて重

開始して以来、NGSO衛星が通信衛星ではなく、

要な役割を果たしつつあり、また、安全保障及び

科学衛星とリモートセンシング衛星で大半を占め

危機管理等に資する情報の収集にあたっても、効

たのは初めてである。

果的な技術として関心を集めている。NASDAは、
昭和53年10月に埼玉県比企郡鳩山町に地球観測セ
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（2）我が国衛星メーカーの活躍

ンター（EOC）を設置し、各種の地球観測衛星か

三菱電機は鎌倉製作所内に大型衛星組立て試験

らのリモートセンシング画像を10ｍ直径の受信パ

工場を建設するなど海外の商業衛星市場への参入

ラボラアンテナ2基により受信・記録・処理し、

準備を進めてきたが、平成11年10月に豪州第2位

これらのデータをCD-ROM、8mmテープ等に収

の通信事業者であるオプタス社（現シングテル・
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オプタス社）より、日本の衛星メーカーとしては

力と、日立製作所、富士通といったコンポーネン

初めて衛星システム「オプタスC1」を受注した。

ト／センサー・メーカーや三菱スペースソフトウ

「オプタスC1」は、打ち上げが2003年に予定され

エア、ソラン、宇宙技術開発といったサービス・

ており、衛星重量5t、全長26m、電力10kw、寿命

ソフトウエア関連メーカーのコンポーネント・地

15年と世界最大規模の商業通信衛星で、打ち上げ

上設備レベルでの商業化の努力により、上記に示

後は東経156度のパプア・ニューギニア上空の軌

すコンポーネント・地上設備についてはかなり世

道に静止し、オーストラリア・ニュージーランド

界的な競争力を有すると言える。

を中心に東アジア・東南アジアに通信サービスを
提供する。

5節 我が国宇宙産業の新たな動き

更に三菱電機は、平成12年7月に、運輸省航空
局（現国土交通省航空局）及び気象庁より、運輸

世界の金融需要やユーザ需要そして製造スケジュ

多目的衛星2号（MTSAT-2）を受注した。これは、

ールや産業界の統合までの広い範囲にわたって影響

日本の衛星メーカーとして、初めて日本の衛星シ

を受ける商業打ち上げサービス市場の中、国内企業

ステムを国際競争入札で受注したものである。ま

においてもこれまでのメーカー体制を見直し、自社

た、この衛星には、同社の標準衛星バスが用いら

の不得意な分野を得意とするため、競合していた他

れており、日本の国産バスを使用した商用衛星第

社との統合、新しい分野に乗り出す企業が現われた。

一号機でもある。「MTSAT-2」は、衛星重量約
4.6t（打上げ時）、発生電力約3.4kw、寿命10年の

1 IHIエアロスペースの誕生

航空管制ミッションと気象ミッションの2つのミ

日産自動車は、宇宙航空事業部門と、主ロケット

ッションを搭載した衛星で、平成16年度にH-ⅡA

の地位の確立を目指す石川島播磨重工（IHI）宇宙

での打上げが予定されている。

開発事業部との合併話を進めていたが、IHIは相互
補完し合うメリットありとして、平成12年7月1日、

（3）コンポーネント・地上設備の商業化の努力

日産自動車の宇宙航空事業部をIHIの傘下に入れ、

日本航空宇宙工業会が平成12年度データを基に

新しいロケット・メーカーである㈱アイ・エイチ・

分析した我が国の人工衛星関係の輸出関連データ

アイ・エアロスペース（略称IA）を創立した。資本

によると、輸出額は276億円でカテゴリ別では人

金40億円（IHI全額出資）従業員約900名で、本社は

工衛星関連126億円、地上設備150億円である。更

東京都千代田区、群馬県内に富岡事業所、埼玉県川

に、人工衛星関連126億円の内訳を見るとバス機

越市に研究開発センター、愛知県に武豊事務所を置

器のうち構造系12億円、姿勢制御系76億円、電力

き、事業内容は宇宙機器、防衛機器等の設計、製造

系8億円で、ミッション機器のうち送受信機器24

及び販売である。生産品目としては、Mロケット・

億円、観測センサー11億円、その他44億円、追跡

シリーズ、H-ⅡAの大型固体ロケット・ブースタ、

管制関連で5億円である。また地上設備関連では、

MT-135P､S-310､S-520の観測ロケット等、宇宙ステ

追跡運用の設備で1億円、通信/放送（CS/BS）地

ーション「きぼう」の船外実験プラットフォーム、

上局（ユーザ端末・地上施設）で150億円である。

各種宇宙実験装置などである。なお、平成14年9月

なお、それらの輸出先を見ると、米国が32億円、

30日、IHIは平成15年4月1日を目途にH-ⅡA第1段エ

欧州170億円、アジア55億円、中近東・アフリカ7

ンジンのタービン・ポンプと2段ロケット姿勢制御

億円、中南米12億円、大洋州1億円となっている。

装置、及びGXロケット・プロジェクトはIHI本体に

この中で、主な輸出品目は構体パネル、バッテリ

残し、それ以外の宇宙開発事業をIAに分離・移管す

ー、太陽電池パドル、ビーコン、トランスポンダ、

ると発表した。

精密地球センサー、地上局の多重化装置である。
従って、三菱電機、ＮＥＣ東芝スペースシステ

大正13年に中島飛行機の原動機工場（荻窪）の発
足以来、昭和20年に富士産業、昭和25年に富士精密、

ム（ＮＥＣと東芝の宇宙部門の統合会社）、日本

昭和36年にプリンス自動車工業、そして昭和41年に

電気航空宇宙システムといった我が国の人工衛星

日産自動車を経てIHIの100％子会社であるIAと変遷

関連メーカーのシステム・レベルでの商業化の努

し、戦時中最大の航空機メーカであった中島飛行機

第2部

総論

195

第4章

宇宙商業化への対応：国際競争力養成の時代

の航空機事業は、富士重工の宇都宮製作所のみにて
存続することとなった。

NASDAは平成12年度からJ-Ⅰロケット（平成8年
2月12日にJ-Ⅰロケット1号機でHYFLEXを打ち上
げ）に次いで、高性能・低コストを目指したJ-Ⅱ

2 NEC東芝スペースシステムの誕生

（仮称）ロケットの開発着手を計画したが、平成11

これまで衛星メーカーは、日本電気（NEC）、三

年11月15日のH-Ⅱロケット8号機の打上げ失敗によ

菱電機、東芝の大手3社とされ、それぞれ激しい受

りこの開発を凍結した。その後、官民協同プログラ

注・製作・運用を行ってきたが、NECと東芝は相互

ムとして名称を改めGXロケットとし、NASDAは液

補完のメリットありとして宇宙開発部門を合併し、

体天然ガス（LNG）を推進薬とするLNG推進系

平成13年4月2日、NEC東芝スペースシステム㈱を設

（GXロケット2段）を分担して開発に参画すること

立した。資本金35億3000万円（持ち株はNEC60％、

とし、平成14年度に宇宙開発委員会にこの開発移行

東芝40％）、従業員約900名、本社は横浜市港北区、

の審議付託をしている。

サイトはNEC横浜プラント、東芝の小向オペレーシ

一方民間主要企業7社（石川島播磨重工、IHIエア

ョンと、京浜製品オペレーション及び府中プラント

ロスペース、三菱商事、川崎重工、日本航空電子工

内にある。

業、富士重工、国際倉庫）は、中小型衛星打上げ用

事業内容（生産品目）は、宇宙機システム（衛星

GXロケット （6節参照）の開発・製造及び打上げ

及び搭載機器、宇宙ステーション「きぼう」搭載機

サービスと販売を目的として新会社「株式会社ギャ

器、M-V、H-ⅡAロケット等の搭載機器等、宇宙関

ラクシーエクスプレス」
（資本金1億円、本社は東京

連地上システムの企画・開発・設計・製造・組立試

都港区）を平成13年3月27日に設立した。その後14

験、販売及び宇宙機システムの利用に係わるコンサ

年末には増資及び新たに米国ロッキードマーチン社

ルティング等である。

の出資を含め4億円強の資本金とし、将来には新た
な企業の出資を仰ぎ4.9億円に増資予定である。その

3 ギャラクシーエクスプレスの誕生
我が国ではH-ⅡAにより世界の主要ロケットと比

後、GXロケットは平成15.3.10宇宙開発委員会で了承
された。

肩し得る能力を保持し、かつ科学衛星打ち上げ用ロ
ケットとしてM-Vを使用しているが、世界商業打ち
上げ市場の動向及び主として以下の国内事情を踏ま

4 中小企業の挑戦
最近、全国最大の中小企業の集積地として知られ

え、官民共同による中小型ロケット（GXロケット）

る大阪府東大阪市で、中小企業が力を合わせてピギ

開発と民主導による同ロケットの打上げサービス事

ーバック式の小型の人工衛星「まいど1号」
（約50kg）

業の構想が現われた。

を打ち上げようという計画が進み、3年後の打ち上

宇宙科学分野の衛星の利用者は、H-ⅡAによるシ

げを予定して「東大阪宇宙開発協同組合」が平成14

ングル・ローンチでは高コストかつ非能率であるの

年12月16日に設立された。また、宇宙ベンチャー企

でデュアル・ローンチを標準とするも、相乗り衛星

業であるアストロリサーチ社のように、海外市場を

の打ち上げやインタフェース条件に影響を受け易

視野に入れた海外の宇宙企業を顧客とした設計支

く、また打ち上げ直前のレイト・アクセス作業に柔

援・製造業務を提供しようとする元気のある動きが

軟に対処するためには､H-ⅡAのみに依存すること

出てきている。予算の制約のある発展性の少ない国

は非現実的であるとの意見が強い。このため、当面

内から、可能性を秘めた海外への事業展開の動きが

の間はM-Vを使用し、国内で他の代替ロケットの信

始まろうとしている。

頼性等が確立した時点で、改めて科学衛星用ロケッ
トの開発を判断することとし、M-Vについては3機
関統合を機にその研究開発を終了する。このリソー

6節 官民協同によるニュープロジェクトの
推進

ス（経費、要員等）を幅広い宇宙科学研究に活用す
る、そしてM-Vのコスト低減を企業努力に期待する、
との見解が、平成14年5月20日の初の文科省宇宙開
発委員会主催のワークショップ等で示された。
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員会が平成14年6月にとりまとめた「我が国の宇宙

放送の提供が可能、 静止軌道衛星との周波数共用

開発利用の目標と方向性」に基いて、将来の中小型

が可能で、電波資源の有効利用に貢献、 ひっ迫す

衛星に関わる実証実験プロジェクトへの貢献及びH-

る静止軌道位置を補完する新しい軌道を開始するこ

ⅡAロケットの補完手段としての役割を果たすとと

とである。

もに、海外の中小型衛星打ち上げ市場にも参入して
行くものとして、GXロケットを提案した。
同社は全体事業計画の立案・推進、国内外市場マ

平成13、14年度に経済産業省は、「次世代時間・
位置情報利用システムに関する合同委員会、利用委
員会を日本航空宇宙工業会に立ち上げ、またその後

ーケティング、打ち上げサービス提供等に係わる技

民間の有志の研究会である「新衛星ビジネス研究会」

術・営業活動を行うこととされ、GXロケットその

が発足した。日本航空宇宙工業会、日本経済団体連

ものの開発・製造についてはIHIが責任を持ち、国

合会、新衛星ビジネス研究会の三者の連名でQZSS

内関係メーカー及び米ロッキード・マーチン社の技

プロジェクトの推進活動にあたった。現在、省庁・

術協力を得て実施することとなった。

産業界・宇宙研究開発機関に亘るオールジャパンメ

GXロケットは、2段式液体ロケットで全長約48ｍ、

ンバによる準天頂衛星システム開発利用推進協議

直径3.1ｍ（1段）
、3.3ｍ（2段と衛星フェアリング）
、

会・幹事会が設けられ、本システムの具体化が検討

全重量約210t（衛星を除く）
、第1段はロッキード・

されている。

マーチン製アトラスロケットの1段タンクをベース

QZSSの開発や打ち上げ経費として約1,600億円、

としてロシア製エンジンを採用、第2段は液体天然

システムの運用には約500億円が見込まれており、

ガス（LNG）と液体酸素（LOX）エンジンを国内開

文部科学省、総務省、経済産業省および国土交通省

発とする商業ロケットである。種子島からの打ち上

の4省は、平成15年度に研究費として58億円の予算

げ能力は低軌道へ4.4t（高度200km）
、太陽同期軌道

を確保した。平成16年度開発研究フェーズ、平成17

へ2.0t（高度800km）、静止トランスファ軌道へ1.4t

〜20年度開発フェーズ、平成20年度実証衛星打ち上

である。平成18年度の初打ち上げを目指す国際協同

げ、以降民間による実用化フェーズである。このた

開発GXロケットの開発には、平成14年10月現在約

め三菱電機、日立製作所、NEC東芝スペースシステ

500億円（文部科学省、経済産業省と民間が拠出）

ム、伊藤忠商事、三菱商事、トヨタ自動車の6社が

が見込まれている。

発起人会社となり、「新衛星ビジネス株式会社」が
平成14年11月1日付で設立された。

2 準天頂衛星システムの構想の具体化へ
準天頂衛星システム（QZSS；Qusai Zenith
Satellite System）は、移動体衛星通信において、障
害となる都市部のビル等の遮蔽物や降雨による回線
影響を抑えて「電波の影」を作らないため、高品質
な移動体データ通信や放送に有効なシステムで移動
通信・放送・衛星測位に向いており、複数の衛星を
打上げて中緯度でも高仰角を得られる優れた同期軌
道で、いつでもどれかの衛星が日本の真上にあり、
安定した通信を提供することができ、静止軌道の混
雑の緩和や、様々な事故や災害時の緊急時に役立つ
と考えられる。
その特長としては、 静止軌道に対して約45度傾
けた同期軌道に3機程度の衛星を交替で相互同期で
配置する等により、常に1機の衛星が日本上空（天

GXロケットの概要

頂）付近に滞留する衛星通信システム、 高仰角な
ため、高層ビル等建物による電波遮蔽物や降雨によ
る回線影響が少なく、高品質な移動体データ通信・
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低コストで短期達成できる仕組みが肝心である。こ
の仕組みに基づく実施体としては、NASDA自体で
はなく民間主体のものが望まれる。

7節 宇宙産業基盤の強化に向けた努力
1 CALSを用いた宇宙産業基盤の整備
（1）宇宙CALSとSERVIS
日本の宇宙産業界における情報交換は、ほとん
ど紙ベースで行われている。産業化・商業化の観
点から日本の宇宙開発において宇宙産業が基盤産
業の一つとして成長していくためには、他の産業
と同様CFB（Cheaper, Faster, Better）の基盤を
準天頂衛星の模型

確立する必要がある。そのため、平成8年に、宇
宙開発関連企業で構成されるUSEFを中心とし、

3 「きぼう」利用ビジネスへ向けて
平成12年12月の宇宙開発委員会において、国際宇

し、生産性・効率性の向上を図ることを目的とし

宙ステーション（ISS）の日本実験棟（愛称「きぼ

た、生産・調達・運用支援統合情報システム技術

う」）の初期の利用段階における推進方策として、

研究組合（NCALS）の中の1つとして宇宙産業

その潜在的な能力を掘り起こし、これを活用してい

CALSプロジェクトが発足し、宇宙CALS-Ｉ，Ⅱ，

くという観点から、現在の有人「軌道上研究所」と

Ⅲとして以下のように推進されている。

しての科学技術上の利用に加え、教育や人文社会的

1）宇宙CALS-Ⅰ

な活動への利用など、新たな分野および形態への利

平成8、9年度の2年間にわたり、宇宙CALS-

用の多様化を図ること、その際、適切な形で民間活

Ⅰは、衛星開発のライフサイクル（基本設計、

力及び資金の導入や利用者負担による利用を取り入

試験モデル製造・試験、詳細設計、飛行モデル

れるなどにより、「きぼう」の民間利用等を段階的

製造・試験、打ち上げ、運用）の各段階におけ

に推進することの方針が打ち出された。

る設計フェーズの業務を対象にして、インタフ

「きぼう」利用ビジネスを立ち上げるため、

ェース管理文書（ICD）、テレメトリ・コマン

NASDAは上記の推進方策に基づき、ビジネス利用

ドデータのデジタル化による設計作業の効率化

に焦点を当て本社に「きぼう相談室」を設けるとと

ならびに技術連絡文書の作成・管理を実施し

もに、「きぼう」の利用拡大・多様化促進を目指し

た。調達者とインテグレータと企業間で共有あ

た仕組みとして一般産業界およびメディアの利用分

るいは交換するドキュメントのデータ交換を

野と検討を進め、平成15年10月の新機関「宇宙航空

CALS技術を導入しすることにより実現すると

研究開発機構」（独立行政法人）の発足前に取りま

共に、その標準化を図り業界内の共通プラット

とめるべく検討中である。

フォームを確立した。

現在、関心を持つ産業界としては、日本製薬工業

2）宇宙CALS−Ⅱ

協会、浜松ホトニクス、資生堂、各大学の技術移転

衛星を構成する機器・部品は宇宙という特殊

機関（TLO）センター、日本経済団体連合会等があ

な環境で使用されるので耐放射線などの制約が

り、文部科学省および経済産業省も支援している。

あり、MIL規格等による高信頼性部品を採用せ

また、メディア界としては、電通、NHK，朝日新

ざるを得ない。高信頼性部品は、価格が民生部

聞、フジテレビ、マガジンハウス等が強い関心を示

品の100〜1000倍、納期についても18ヵ月必要

している。課題としては、特許制度と守秘義務との

とされ、これが衛星の高価格、長納期の要因と

両立性、テーマの選択基準の緩和と公平性、参加呼

なっている。

びかけ方法の全国化であり、誰でも容易に参加でき
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（2） ロケットCALS
1）システム設計・インテグレーション高度化
知的基盤研究開発

月から平成11年12月にかけて、企業間で電子商

上記の衛星主体の宇宙CALSとは別に、平成

取引の活用として、宇宙部品／衛星コンポーネ

13年度、当工業会（SJAC）はNEDOよりの受

ント／宇宙素材の提供企業と衛星の設計企業間

託事業である「システム設計・インテグレーシ

で、宇宙部品情報・衛星設計情報を電子交換し

ョン高度化知的基盤研究開発」（別称：ロケッ

共有できる環境を構築した。

トCALS）を実施した。ロケットのような大規

3）宇宙CALS-Ⅲ

模システムでは、システムと多くの構成要素間

平成11年度からUSEFが開始した宇宙環境信

の設計仕様が相互かつ複雑に関連するところか

頼性実証システム（SERVIS；Space Environment

ら、そのインテグレーションにおいては、設計

Reliability Verification Integrated System）プロジ

仕様の設定あるいは変更における分析・検証作

ェクトの一環として、従来の宇宙CALS-Ⅰおよ

業が膨大になるとともにシステムと各構成要素

び宇宙CALS-Ⅱの成果を発展させ、トータルな

に含まれる開発リスクの分析・管理が困難とな

実用システムとして、衛星の設計情報やブロジ

り、開発の長期化と信頼性低下の要因となって

ェクトの支援情報をインターネットで共用・交

いる。一方、システム設計においては、熱・構

換する開発支援システム（Ⅵ：バーチャルイン

造など多岐の要因が複合的に絡み合い、要因毎

テグレーション）を開発している。特に衛星設

に独自に行われている各解析の有効性及び各要

計情報はインタフェース情報として3次元CAD

因間の連成性に関する効果的検証が困難なた

による交換と、電子的なインテグレーション／

め、多くの試作モデル試験に依存し、開発が長

解析を行い、また衛星の設計仕様等のドキュメ

期化しコストが上昇する。本プロジェクトでは、

ント、スケジュール、アクションアイテム等の

今後の需要拡大に伴い産業技術力の強化が必要

プロジェクト支援情報もデータベース化してい

とされる低高度・中小型衛星打上げ用ロケット

る。宇宙CALS-Ⅲとしての開発支援システムは、

の開発を取り上げ、開発の信頼性向上、低コス

次項のSERVISプロジェクトの一環として、シ

ト化ならびに期間短縮をめざしたインテグレー

ステムの開発・運用・評価を行うものである。

ション及びシステム設計の高度化に関する技術

4）SERVIS

を研究開発し、ロケットだけではなく、プラン

SERVISは、NEDOの委託を受けてUSEFが

ト、自動車、造船、原子力分野等の大規模シス

開発を進めている宇宙実験システムであり、我

テムへも適用できる技術基盤を確立した。

が国の民生部品・民生技術を宇宙環境下で使用

2）次世代輸送系システム設計基盤技術開発

するための知的基盤として各種ガイドライン類

平成14年度から17年度にかけて、当工業会

を作成し、また民生部品データベースを構築す

（SJAC）はNEDOよりの受託事業である「次世

ることを目的としている。
SERVISプロジェクトは平成11年度から18年

代輸送系システム設計基盤技術開発」の研究開
発として、ロケット開発の更なる信頼性の向上、

度にかけて実施され、平成15年度と18年度にそ

開発期間や受注から打上までの期間の大幅短縮

れぞれ各1機の宇宙機システムを打ち上げる予

を目的とし、以下に示す「次世代輸送系システ

定である（1号機は、平成15（2003）年10月1日

ム設計基盤技術」の研究開発を実施している。

に独・ロシアのロケット「ロコット」でロシア

（1）仮想空間でのシミュレーションによる改修

のプレセツク射場から打ち上げる予定）。この

をシミュレーションモデルの基となる3D-

民生部品・民生技術の宇宙分野への転用のため

CADの図形データへ自動的に設計に反映

のガイドラインができれば、民生部品、民生技

し、開発後期や実運用段階で発生する不具

術を衛星製造に採用することが可能となり、世

合を排除する技術手法、および人的要素に

界市場に通用する低コスト衛星の実現が期待で

関わる設計上の不確定要素を排除する技術

きる。

手法等を含む、「ヴァーチャル・プロトタ
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イピング技術」を開発する。

ト衛星（WINDS）
、研究中の準天頂衛星システム

（2）飛行制御ソフトウェアの開発において、あ

（QZSS）等を用いて、インターネット、教育、医

らゆる事態を想定して事前にソフトウエア

療、災害対策、ITS等の各分野において衛星を利

の妥当性を検証し、開発後期や実運用段階

用するための技術開発やパイロット実験を関係省

で発生する不具合を排除する「高度信頼性

庁・民間と共同で行う予定である。（準天頂衛星

飛行制御検証技術」を開発する。この技術

システムについては6節参照）

は、他の大規模システム及び輸送系産業へ
の適用できるものである。

1）技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ）
携帯端末による音声・データ通信が可能な静

（3）これまで主として人手に頼っていたロケッ

止衛星を用いた移動体衛星通信が特徴の技術試

トの機体の点検や運用を自動的に実施する

験衛星で、21世紀初頭に必要とされる通信・放

ための、「自己診断・自律対応型機体点検

送・測位の技術開発を行うため、平成16年度に

自動化システム」とそれを可能とする「制

H-ⅡAロケットで打ち上げ実験・実証する。主

御機器を含むアビオニクス機器」による

要ミッションは、3t級静止衛星バス技術の修得、

「次世代LNG制御システム技術」を開発す

将来の宇宙開発に必要な大型展開アンテナに係

る。この技術は、小型LNG気化設備等の制

る基盤技術の修得、日本及びその近海領域をカ

御系設備へ適用できるものである。

バーし、小型携帯端末（携帯電話サイズ）で利
用できる静止衛星によるSバンド周波数移動体

2 プロジェクトによる宇宙産業基盤の育成例
（1） スペース・ネットワーク

衛星通信システム技術の宇宙実証、静止画像伝
送、及びCDクラスの高品質オーディオサービ

スペース・ネットワークは、NASDAが静止軌

スが可能な移動体衛星デジタルマルチメディア

道上に配置されたデータ中継技術衛星（DRTS）

放送システム技術の宇宙実証、高精度時刻基準

を介して地球観測衛星及び宇宙ステーション等の

装置を用いた測位等に係る基盤技術を修得する

低中高度周回宇宙機のデータを中継することを目

ことである。

的としている。これまで追跡管制地上局網のみを

2）超高速インターネット衛星（WINDS）

利用することで生じていたデータ伝送量及び可視

WINDS（Wideband Inter Networking engineering

時間等に対する制限を大幅に向上し、且つユーザ

test and Demonstration Satellite）は、IT社会で必

宇宙機に要求されている複雑なミッションの実現

要とされる大容量な情報をより速く伝えること

が可能となり、将来の通信技術の基盤となること

を目指した静止衛星で、その機能は国内だけで

が期待されている。これまで打ち上げられた技術

なくアジア・太平洋地域にも広く提供すること

試験衛星Ⅵ型（ETS-Ⅵ）「みどり」、通信放送技

ができる。政府のIT戦略本部は、
「e-Japan重点

術衛星（COMETS）
「かけはし」及びデータ中継

計画」（高度情報通信ネットワーク社会の形成

技術衛星（DRTS）「こだま」等を用いて、衛星

に関する重点計画）における世界最高水準の高

間通信を実施するための捕捉追尾技術、通信品質

度情報通信ネットワークの形成に係わる研究開

及びスペース・ネットワーク運用技術等、将来の

発の推進の一環として、平成17年までに超高速

ネットワーク基盤に必要な技術を修得することが

インターネット衛星を打ち上げて無線超高速の

できる。

固定用国際ネットワーク実証試験を行い、平成
22年を目途に実用化することとしている。

（2） i-Space
i-Spaceは、日本そしてアジア太平洋域の人々が

た衛星通信の特性を活かした技術開発を行うと

最先端のIT技術の恩恵を受けられる情報社会の実

ともに、新たな衛星利用に向けた実験の推進を

現を目指した「宇宙インフラ」構想である。

行うことを目的とし、H-ⅡAロケットによる衛

NASDAは、宇宙インフラの開発・利用を通じこ

星3基の打ち上げは平成17年度を予定している。

れからのIT社会に貢献するため、現在開発中の技
術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ）
、超高速インターネッ
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2）月周回衛星セレーネ（SELENE）
宇宙研とNASDAの共同ミッションとなる月

1 将来へ向けたプロジェクト

周回衛星「セレーネ」
（SELENE；SELenological

（1）地球環境観測・保全へ

and ENgineering Explorer）は、日本初の大型

情報収集衛星（IGS;平成14、15年度打ち上げ予

月探査機として企画され、平成17年度にH-ⅡA

定）及び陸域観測技術衛星（ALOS;平成16年度打

ロケットで打ち上げることとして現在開発中で

ち上げ予定）に続く地球環境観測衛星の計画につ

ある。月周回軌道上観測ミッションとしては、

いては、現在NASDAを中心として国内外機関と

月全表面の元素組成、鉱物組成、地形、表面付

連携をとりながら地球環境変動観測ミッション

近の地下構造、磁気異常、重力場を高精度、高

（GCOM;Global Change Observing Mission）等を

分解能で観測するものである。技術開発ミッシ

企画中である。国内機関としては、経済産業省、

ョンとして、月周回軌道への投入や月周回軌道

気象庁、環境省、総務省があり、海外機関として

上での三軸姿勢制御・軌道制御技術を確立す

は、米（NASA）、欧州（ESA）、独（DLR）、仏

る。また将来の月面軟着陸技術開発のための基

（CNES）等があり、それぞれの衛星に他機関のセ
ンサーを搭載し、観測分野（大気、海洋、陸域）

礎データを取得する。
セレーネは高度100kmの月の極軌道を周回す

の計画的かつ継続的な観測を国際的に協力・分担

る主衛星と小型のリレー衛星（50kg）およびレ

するものである。

ーダ発生源のVRAD衛星（VLBI RADio source）

国内には、衛星リモート・センシング推進委員

（50kg）から構成され、打ち上げ時の重量は約

会、地球科学技術フォーラムがあり、国際的には、

2.9tである。主衛星は搭載された観測機器によ

全地球的な地球観測システムを構築するために、

って月の全球マッピングや磁場の観測などの

地球観測衛星委員会（CEOS）
、全球観測システム

様々なミッションを行い、さらにリレー衛星と

（GE0S）
、世界気候研究計画（WCRP）
、地球圏―

VRAD衛星に搭載された観測機器と連携し、月

生物圏国際共同研究計画（IGBP）などの組織が

全球の重力場の観測を行う。

ある。
（2）月・惑星探査へ
1）ルナーA衛星（LUNAR-A）
宇宙研は平成2年1月24日に第13号科学衛星
「ひてん/はごろも」をM-3SⅡ-5で打ち上げ、ス
イングバイ飛行によって月周辺に達し、同年3
月4日に子衛星「はごろも」を、翌年2月15日に
は「ひてん」を月周回軌道にそれぞれ投入した
のみに終った。ルナーAは、当初は平成10年度
にM-Vロケット2号機で打ち上げ、月周回衛星
に投入してペネトレータを月面上に打ち込んで
月の内部構造などを解明すべく準備したが、ペ
ネトレータの不具合・改造、そしてM-V-4（3回

セレーネ（SELENE）の構造試験モデル

目）の打ち上げ失敗・対策などのため、打ち上
げは大幅に遅れて、現在のところ、平成15年度
と予定されている。ルナーＡは重量540kgで、

（3）宇宙太陽発電システム（SSPS）へ
国民生活や経済活動の基盤をなすエネルギーに

打ち上げ後の長楕円軌道は近地点200km、遠地

ついては、気候変動枠組条約の進展をはじめとし

点17,000km、傾斜角25度、周期128分と計画さ

て、今後の地球環境保全等の要請に十分対応しつ

れており、5年遅れて打ち上げる予定である。

つ、その安定的かつ多様な供給の実現を図ってい
くことが求められている。宇宙太陽発電システム

第2部

総論

201

第4章

宇宙商業化への対応：国際競争力養成の時代

（SSPS：Space Solar Power System）は、天候や

ケットを次々に捨てながら衛星を軌道に投入する

昼夜に左右されず安定して電力を供給できる特徴

という従来のやり方から、何か質的な転換が図れ

があるが、最近における様々な分野での大規模な

るのではないか、というものである。この動機は、

技術革新により技術的可能性並びに、全体として

更に具体的に言うと「輸送コストをもっと大幅に

のコストの大幅な改善の可能性ができており、実

下げたい」
、
「宇宙へ行くのはお金も時間もかかり

用化に向けたフィジビリティが多方面で実施され

すぎて大変だ」
、
「ロケットは旅客機のようになら

ている。

ないのか」などという要望に集約されている。

宇宙太陽発電（SSP）の研究は、米国のPeter

我が国では任意団体の日本ロケット協会

E. Glaser博士が1968年に提案し、特許出願した太

（JRS：昭和31年9月4日創立；初代会長は糸川英夫

陽発電衛星（SPS）に始まる。その後、宇宙太陽

氏）では、有志が集って平成5年から運輸研究委

発電の研究は1970年〜1980年代前半に米国を中心

員会を設立し、宇宙旅行に関する研究が始まった。

に活発に行われリファレンスモデルと言う成果を

そして平成7年の宇宙旅行事業化研究委員会、平

生んだ。技術的な実現可能性は発電能力10GW

成10年の民間輸送用法制研究委員会での活動の

（地上の受電力5GW）
、大きさ5km×10km、重量5

後、平成11年には宇宙旅行事業化フォーラム（座

万tの巨大なシステムであり、その技術的実現性

長：舟津良行氏）の活動をもって研究活動を終了

には問題があった。

し、同委員会は（財）日本航空協会に引継がれた。

日本では宇宙研（ISAS）が昭和62年に太陽発

そして同協会は平成13年8月１日に航空宇宙輸送

電衛星ワーキンググループを設立して要素技術

研究会を立ち上げて第1回研究会を開催し、現在

の開発およびシステム検討に実績を残した。そ

に至っている。

の後NEDOも平成3〜5年度に、更に平成9年度に
日本航空宇宙工業会が、平成10年度にはNASDA
が、そして平成12年度のNALにおいて実現可能性

2 宇宙工業の流れ
（1）宇宙工業の歴史的変遷

等の調査研究を実施してきた。経済産業省は、平

敗戦後、昭和29年から始まったペンシル・ロケ

成13〜14年度の2年間の予定でUSEFに「新発電シ

ットの研究は、日本における宇宙開発を加速した

ステム等調査研究（宇宙太陽電池システム

ばかりでなく産業界にとっても宇宙開発ビジネス

（SSPS）実用化技術調査研究）」を委託し、平成

誕生の出発点となった。我が国は米・ロシアに比

13年度は、エネルギーの需給構造、経済性、周波

較して大きく遅れて宇宙技術の研究開発をスター

数割当、安全性・環境への影響、国際協力の推進、

トしたのであったが、その後の宇宙技術の進歩は

主要技術の現状と動向、地上受電施設（レクテナ）

著しいものがあり、現在では宇宙先進国に肩を並

立地条件等について国内外の動向等調査を行うと

べるレベルに達していると言える。

ともに、宇宙太陽発電システムの概念検討を行い、
平成14年3月に中間報告書をまとめた。

宇宙工業は、航空機工業と同様に、付加価値率
が高く典型的な創造的知識集約型であり、研究開
発的な要素を強く有する技術指向の工業でもあ

（4）宇宙観光旅行時代へ
東京放送（TBS）の秋山豊寛氏が旧ソ連のソユ

化学、医学などの既存技術をインテグレートする

ーズ・ロケットで打上げられ「ミール」にドッキ

ことにより宇宙工業は発展してきた。更に今後は

ングしてソユーズ宇宙船で帰還し日本人として初

IT、バイオ、ナノ技術そして伝承されている「物

の宇宙飛行（1990.12.2〜10、宇宙滞在時間7日7時

づくり」をも取り入れた新しい産業への発展が望

間5分）、毛利衛ペイロード・スペシャリストが、

まれている。

日本人初のスペースシャトル飛行（1992.9.12〜20）
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る。宇宙技術に、電気、電子、光学、計測、機械、

また、科学研究、通信、放送、地球観測等宇宙

を行った日本としても、宇宙へ行きたいとの気運

空間の利用技術が進んだことにより、従来からの

が台頭してきた1990年代に、ロケットを用いて宇

ロケット、人工衛星や地上設備などのいわゆるハ

宙へものを運ぶ仕事は、一つの転換期を迎えてい

ードウェアの開発、製造を主とした産業に加え、

たと言われる。これは既に完成を見た多段式のロ

各種衛星ミッションで得られた情報やデータを処
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理活用する宇宙利用産業と言われる分野が発展し

宇宙ステーション補給機（HTV）の開発・運

てきた。更に、宇宙空間のもつ微小重力等の特質

用や軌道間輸送機（OTV）等の研究が実施さ

を利用する宇宙環境利用技術も、小型ロケット、

れている。

航空機によるパラボリック・フライト、地上落下、

2）衛星利用分野

スペースシャトル利用などを経て国際宇宙ステー

通信、放送の分野では、広域性、同報性、広

ションによる本格的利用によって、将来特殊材料

帯域性、通信網設定の柔軟性の特徴を活かし衛

や医薬品、並びにライフサイエンスに関連する宇

星を利用したサービスが実用化している。リモ

宙産業の一分野として成長して行くことが期待さ

ートセンシング分野としては、地球観測、資源

れる。

探査、環境保全、国土保全、国土調査や危機管

我が国はこれまで、約50年にわたり独自の宇宙

理、安全保障の分野で衛星システムが広く利用

関連技術を蓄積してきた。経験や実績が浅い分野

されている。測位分野においては、米国のGPS

では、宇宙先進国、特に米国技術を導入するとも

の補完を目的とした準天頂衛星システムが官民

に、その技術を効率よく消化、吸収する一方、我

共同で研究中であり、平成15年度からの本格的

が国独自の技術を付加して行き、ロケットの分野

研究に進む予定である。

ではH-Ⅱロケット及びH-ⅡAロケットの完成によ

3）宇宙環境利用分野

り、また衛星の分野でも技術試験衛星や科学衛星
により国際水準に達するまでに至った。

宇宙環境利用の一つには、微小重力（μg）
や高真空など地上にない環境の中で新素材の開

ロケット技術では、H−Ⅱロケットの成功によ

発や加工を行う事が挙げられ、薬品製造、結晶

り海外技術への依存が終了し、その発展型である

成長、触媒分離等の分野で利用されている。新

Ｈ−ⅡAロケット連続打上げ成功により商業衛星

素材の開発等は、地上での生産活動に反映され

打上げ分野での国際市場参入に向けて一歩、一歩

ることが期待され、産業的関心が高まっている。

と前進してきた。衛星技術では、太陽電池パネル、

また、太陽光発電等宇宙空間での太陽エネルギ

トランスポンダ等一部コンポーネントにおいては

ーの高度利用も期待されている。太陽活動の変

世界の最先端の技術を保有するようになり、衛星

動による地球周辺の宇宙天気予報、宇宙塵の低

バス技術においては標準化を図ることにより世界

減を図るための軌道上検査・修理技術等の宇宙

の一流国の仲間入りをしつつある現状である。21

環境計測技術の進展は、通信、放送、測位等宇

世紀に入り、日本の次世代産業としてまた科学技

宙システムの重要性が急速に高まっている現在

術創造立国として国際的役割を果たすことが求め

において、その安全性、信頼性を向上させる上

られている。

で非常に期待される分野である。さらに、将来
の有人宇宙活動の本格化は、さらなる人類の宇

（2）宇宙産業の現状
1）ロケット分野
大型ロケットにおいては、H−Ⅱロケットの
後継機であり今後の商業化の道を拓いた世界の
六指（アリアン、プロトン、デルタ、アトラス、

宙への進出に対する安全性確保の観点からも重
要な課題であり、NASDAの筑波宇宙センター
を中心として宇宙医学、心理学、有人サポート
技術等について継続的に研究開発中である。
我が国の宇宙産業の市場規模は、平成8年度

長征、H-ⅡA）に入る液体ロケット技術を保有

の約8,000億円から平成12年度の約1兆2,000億円

した。中小型ロケットにおいては、世界のトッ

と拡大傾向にある。飛翔体および地上施設の製

プクラスであるM-Ⅴ固体ロケット技術を保有

造等を行う宇宙機器製造分野の市場規模は、平

し、また初の民間商業ロケットであるLNGエン

成11年度まで2年連続して減少となった。特に、

ジンのGXロケットが調査研究中である。更に、

平成11年度においては、地上施設の需要が減少

将来の再使用型宇宙システムの技術基盤育成を

し宇宙産業全体の市場規模減少の主要因となっ

目的とし、宇宙往還技術試験機の研究、再使用

ていた。しかし、平成12年度では、飛翔体部門

型宇宙機の研究、国際宇宙ステーション時代に

において需要の持ち直しが見られ、飛翔体産業

対応するための日本の実験棟「きぼう」および

分野全体では3,699億円の市場規模となった。
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第4章

宇宙商業化への対応：国際競争力養成の時代

（3）将来の課題
平成12年4月10日、政府の国家産業技術戦略検
討会において15分野の産業技術戦略が策定され
た。その中で宇宙分野においては、我が国の宇宙
技術の着実な発展を図り、宇宙工業の一層の拡大
を目指していくためには、地球環境の持続的観
測・監視、宇宙太陽発電技術、資源探査等による
エネルギーの安定的供給推進、経済社会新生の基
盤となる高度情報通信社会の実現、危機管理・防
災システムの構築、人・物の位置探索システムの
構築、低コスト化、高機能化及び短納期化による
シェアの獲得およびマーケットの拡大、先端技
術・高付加価値化技術の開発、基盤技術の整備・
開発、知的基盤・標準の整備・開発などの広範か
つ専門的な宇宙産業技術の課題の解決が求められ
ている。
宇宙産業の課題としては、ロケット分野におい
てはコストを考慮した再利用型ロケット、将来の
宇宙観光旅行時代に則した有人再利用型ロケット
の開発であり、衛星利用分野においては衛星シス
テムを受注できる競争力強化であり、また宇宙環
境利用分野においてはISSを活用した有人宇宙技
術の習得である。
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あとがき

敗戦後、約7年の航空空白時代のあと、ゼロから

ト・地上設備分野においては、トランスポンダ・太

スタートした我が国の宇宙開発と利用、そして宇宙

陽電池パドル・地上局等で世界的な競争力を有する

工業と宇宙産業界であるが、半世紀を経て宇宙先進

商品を有する。また宇宙開発体制においては、平成

国に追いつくべく活動中である。しかしながら、21

15年10月には宇宙3機関（NASDA､NAL､ISAS）が

世紀の3年目にして、これまでにない宇宙の商業化

統合され、新機関「宇宙航空研究開発機構」が設置

という重大な転換期を迎えつつある。当工業会が、

されるが、商業化に重点を置いた体制の構築が必要

昭和62年3月に発行した「日本の航空宇宙工業戦後

である。これが実現して、官民共同による宇宙商業

史」は航空宇宙再開35年史であり、それからの15年

化への対応がはじめて可能となろう。

間の飛躍的な発展を含めて編纂されたこの50年史

世界的に長引く経済不況のもと各国の航空宇宙工

は、我が国の宇宙工業の歴史を語る上で大きな意義

業界は低迷を続けているものの、宇宙産業界におい

を持つものと考える。

ても企業の統合や中小企業の宇宙への挑戦という新

世界を概観すると、航空宇宙技術のリーダーシッ

たな動きが出始めてきた。

プを取り続けたい米国、宇宙産業の更なる拡大と米

社会生活を向上し国民に夢と希望をもたらすこと

国への対抗意識による自律性を標榜する欧州、商業

のできる宇宙開発・利用は、我が国の主要な15産業

化の波にさらされ混迷からの脱出を図るロシア、そ

分野の1つであり、今後あらゆる障害を乗り切って

して2003年度中には米・ロシアにつぐ第3の有人宇

発展することを願わざるを得ない。重大な転換期を

宙飛行を目指す中国等の宇宙先進国がしのぎを削っ

迎えこの低迷を脱するためには、日本の独自の伝統

ている。

的な物作りの技術やこれまでの維持技術に加え、情

一方我が国の宇宙産業の現状は、ロケット分野に

報技術（IT）、バイオ技術（BT）、ナノ技術（NT）

おいては、H-ⅡAロケットの5回連続打ち上げ成功

等のハイテクを取り入れる必要があり、その努力は

とH-ⅡAロケット標準型の民間移管により宇宙商業

宇宙工業界・産業界の発展のみならず、日本国家の

化への対応が始まった。衛星分野においては、シス

発展と繁栄および日本国民の安全と安心に貢献する

テムレベルでの外国の衛星の初受注（オプタスC1衛

ものと信ずる。

星）という画期的な出来事があった。コンポーネン

第2部
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1．日本の主な人工衛星等の打上げ一覧（含スペースシャトル利用）
平成14年12月現在
打上げ機関
歴年

（東大宇航研→文部省宇宙研→）文科省宇宙科学研究所

（ 宇 宙 開 発 推 進 本 部 → ）宇 宙 開 発 事 業 団

▲L-4S-5/おおすみ（2.11）
〔初の人工衛星〕

-

Ｓ45（1970） Ｍ ▲#1/MS-F1（ 9.25）
〔＊〕

４ ▲#2/たんせい
（2.16）
Ｓ ▲#3/しんせい
（9.28）第1号科学衛星
シ
リ ▲#4/でんぱ（8.19）第2号
ー
ズ
〔4〕

46
47
48

▲#1/たんせい2号（2.16）

49

▲ETV-I-1（ 9.2）
（ Q'-1）
（N-Ⅰ第２段確認用試験機；ダミーペイロード付）

Ｍ ▲#2/たいよう
（2.24）第3号
３
Ｃ
〔＊〕
シ ▲#3/CORSA（2.4）
リ
ー
▲#1/たんせい3号（2.19）
ズ
〔4〕
▲#2/きょっこう
（2.4）第5号

▲ETV-I-2（ 2.5）
（ Q'-2）
▲#1/きく
（9.9）
▲#2/うめ（2.29）

-

S50（1975）
51

53

Ｎ ▲#3/きく2号（2.23）
▲デルタ2914/ひまわり
（7.14）
［初の静止衛星］
▲デルタ2914/さくら
（12.14）
Ⅰ
シ ▲#4/うめ2号（2.16）
▲デルタ2914/ゆり
（4.7）
リ
ー
［第3段が衛星に追突し静止軌道投入失敗］
ズ ▲#5/あやめ（2.6）
〔7〕
▲#6/あやめ2号（2.22）
［衛星のアポジモータ異常継続により静止軌道投入失敗］
-

52

▲#3/じきけん
（9.16）第6号
▲#4/はくちょう
（2.21）第4号

54

Ｍ ▲#1/たんせい4号（2.17）
３

-

S55（1980）

■文部省 Ｓ ▲#2/ひのとり
（2.21）
〔＊〕第7号
宇宙研へ
改組（4.14） シ

56

▲#1/きく3号（2.11）
▲#2/ひまわり2号（8.11）
▲#7/きく4号（9.3）
Ｎ
Ⅱ ▲#3/さくら2号a（ 2.4）
シ ▲#4/さくら2号b（8.6）
リ ▲#5/ゆり2号a（ 1.23）
ー ▲#6/ひまわり3号（8.3）
ズ

57
58
59

-

リ
ー
ズ
（2.20）第8号
〔4〕▲#3/てんま
▲STS-9/SL-1/SEPAC（11.28〜12.8）
〔＊〕
▲#4/おおぞら
（2.14）第9号
▲#1/さきがけ（1.8）
▲#2/すいせい（8.19）第10号

S60（1985）

▲#8/ゆり2号b（2.12）
▲#1/あじさい・ふじ（JAS-1）
・じんだいじ（8.13）
▲#7/もも1号（2.19）
▲#2/きく5号（8.27）
Ｈ ▲#3/さくら3号a（ 2.19）
Ⅰ ▲#4/さくら3号b（9.6）
シ ▲#5/ひまわり4号（9.6）
リ
ー ▲#6/もも1号b おりづる・ふじ2号（JAS-1b）
（ 2.7）
ズ
〔9〕▲#7/ゆり3号a（ 8.28）
▲#8/ゆり3号b（8.25）

61
Ｍ ▲#3/ぎんが（2.5）第11号
３
Ｓ
Ⅱ
シ ▲#4/あけぼの（2.22）第12号
リ
ー
（1.24）第13号
ズ ▲#5/ひてん・はごろも
〔8〕
▲#6/ようこう
（8.30）第14号
-

62

H 1
2（1990）
3

-

63

▲デルタ/GEOTAIL（7.24）
▲STS-45（ SEPAC-R）
（3.24〜4.2）

4

▲#9/ふよう1号（2.11）

▲STS♯42/IML-1（ 1.22〜30）
▲♯47/FMPTふわっと'92（ 9.12〜20）
（毛利PS）

▲#7/あすか（2.20）

H 5
6

▲#8/EXPRESS（1.15）
〔＊〕

-

7（1995）
8

▲#1/はるか（2.12）第16号

9
-

Ｍ
（7.4）第18号
Ｖ ▲#3/のぞみ
シ
リ
ー
ズ
〔＊〕第19号
〔3〕 ▲#4/ASTRO-E（2.10）

H10
11
12（2000）

文科省宇宙研
へ改組
（1.16）

13

▲#1/りゅうせい・みょうじょう・VEP-1（ 2.4）
▲#2/きく6号（8.28）
Ｈ ▲#3/SFU・ひまわり5号（3.18）
Ⅱ
▲J-I-1/HYFLEX（2.12）
シ
リ ▲#4/みどり・ふじ3号（JAS-2）
（ 8.17）
ー ▲#6/きく7号・おりひめ・ひこぼし/TRMM（11.28）
ズ
〔7〕

#5/MUSES-C
（5. ）
第20号
#6/ASTRO-F
（未定）
第21号
#2/LUNAR-A
（未定）
第17号

H15
16

#7/SOLAR-B（未定）第22号

17（2005）

#8/ASTRO-EⅡ（未定）

Ｈ ▲#2/つばさ・DASH.VEP-3（ 2.4）
▲#3/こだま
・USERS
（9.10）
Ⅱ ▲#4/みどり・観太くん・FedSat・μﾗﾌﾞｻｯﾄ（ 12.14）
Ａ
#5/情報収集衛星
（IGS-1）
（ 3.□）
#□/情報収集衛星
（IGS-2）
シ
#□/MTSAT-1R
リ
#□/ALOS
ー
#□/ETS-Ⅷ
ズ
〔4〕 #□/SELENE
#□/WINDS
△OICETS
#増強型
（見直し中）
（未定）

△GXロケット1号機（未定）

18

#□/GPM
（未定）
#□/GCOM
（未定）
#□/HTV-1
（ 11月）

19

Ｓ
Ｔ ▲♯72/SFU回収（若田MS）
（ 1.11〜20）
Ｓ
▲ALFLEX（ウーメラ，
7.6〜8.15計13回）
シ
リ ▲♯83/MSL-1（ 4.4〜8）
（7.1〜17）
ー ▲♯94/MSL-1R
▲♯85/MFD
（8.7〜19）
ズ ▲♯87/（ 土井PS）初のEVA（11.9-12.5）
▲♯90/ニューロラブ
（4.19-5.3）
▲♯95/（ 向井・J.グレンPS2回目）
（ 10.29-11.7）

▲#8/運輪多目的衛星MTSAT（11.15）
▲アトラスⅡAS/ASTER（12.18）
<△#7/（キャンセル）>
♯99/SRTM（毛利MS2回目）
（ 2.11-22）
▲アリアンⅤ/LDREX（12.20）
〔＊〕 ♯92/ISS-3A（若田MS2回目）
（ 10.11-24）
▲#1/VEP-2（ 8.29）
-

14

▲#5/かけはし
（2.21）

▲♯65/IML-2（ 向井PS）
（ 7.8〜23）

▲デルタⅡ/AQUA・AMSR-E
（5.4）
▲HSFD-I
（10.18,11.5,11.16の計3回）
STS♯-114-ULF1
（ 3月）
△HSFD-Ⅱ
（4-8月）

♯-□/生命科学
グローバルボックス
（未定）

♯-□/1J/A（3月）
♯-□/1J（ 7月）
♯-□/セントリフュージ
（4月）
♯-□/2J/A
（6月）

20
21（2009）
注）＊印：打上げ失敗，▲：打上げ済，△:打上げ予定，□印：未定，（
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）内の数字は月.日，〔

〕内の数字はそのロケットシリーズの打上げ数

2．日本の人工衛星（1/12）
平成14年12月現在
衛

生

ミッション（打上げロケット）

人工衛星打上げ技術の習得と衛星
「おおすみ」
についての工学的試験
（日本初の人工衛星）
（L-4S-5）
試験衛星（MS-F1） 同上

重量
（kg）
24

（M-4S-1）

形

状

直径48cm
高さ100cm

形
楕円

球状26面体

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）
335
5,150

31

打ち上げ失敗

昭45. 2.11
（内之浦）

日本電気

昭45. 9.25
（内之浦）

日本電気

軌道導入後の衛星環境および機能
試験衛星（MS-T1）
試験
「たんせい」
（M-4S-2）

直径75cm
63 高さ76.4cmの26 略円
面体

990
1,100

30

昭46. 2.16
（内之浦）

日本電気

第1号科学衛星
（MS-F2）
「しんせい」

電離層、宇宙線、短波帯太陽雑音
等の観測
（M-4S-3）

66

直径75cmの球状
楕円
26面体

870
1,870

32

昭46. 9.28
（内之浦）

日本電気

第2号科学衛星
（REXS）
「でんぱ」

プラズマ波、プラズマ密度、電子
粒子線、電磁波、地磁気等の観測
（M-4S-4）

75

直径75cm、高さ
楕円
185cmの正8角柱

250
6,570

31

昭47. 8.19
（内之浦）

日本電気

ロケットの特性の測定と衛星につ
試験衛星（MS-T2）
いての工学的試験
「たんせい2号」
（M-3C-1）

56

直径80cm、高さ
楕円
45cmの正8角柱

290
3,240

31

昭49. 2.16
（内之浦）

日本電気

第3号科学衛星
（SRATS）
「たいよう」

直径75cm、高さ
86 70cmの円筒に内 楕円
接する8角柱

260
3,140

32

昭50. 2.24
（内之浦）

日本電気

直径80cm、高さ
略円
80cm26面体

982
1,106

47

昭50. 9. 9
（種子島）

日本電気

昭52. 2.19
（種子島）

日本電気

太陽軟X線、太陽真空紫外放射線、
紫外地球コロナ輝線等の観測
（M-3C-2）

技術試験衛星Ⅰ型 ロケット打上げ技術の確認、衛星
（ETS-Ⅰ）
追跡、管制技術の修得、アンテナ
「きく」
伸展実験等
（N-Ⅰ-1）
X線天体衛星
X線量、X線バースト、超軟
（CORSA、COsmic X線量星雲等の観測
とRadiation SAt）
（M-3C-3）

82.4

直径約755cm、
軌道投入に失敗
96 高さ約65.5cmの （第2段の姿勢基準の設定ミス）
26面体

電離層観測衛星
（ISS）
「うめ」

電離層の臨界周波数の世界的分布、
電波雑音源の世界的分布等の観測
等
（N-Ⅰ-2）

直径約94cm、
139 高さ約82cmの円 略円
筒形

999
1,018

70

昭51. 2.29
（種子島）

三菱電機

試験衛星
（MS-T3）
「たんせい3号」

ロケットの特性の測定、衛星のコ
ールドガスジェット装置を用いた
ピストン軸制御の実験等（M-3H-1）

直径約93cm、
129 高さ約80cmの円 楕円
筒形

790
3,810

66

昭52. 2.19
（内之浦）

日本電気

我が国初の人工衛星「おおすみ」

「でんぱ」
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2．日本の人工衛星（2/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

形

状

形

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

静止軌道への投入技術の習得、軌
技術試験衛星Ⅱ型
道、姿勢の測定及び保持技術の習
（ETS-Ⅱ）
得、衛星搭載機器の機能試験等
「きく2号」
（N-Ⅰ-3）

直径約140cm、
静 止 軌 道
130 高さ約90cmの円
（東経130°付近）
筒形

地球大気開発計画（GAPP）の推進、
西太平洋アジア地域の雲写真の撮
影気象データの収集・配布等
（デルタ2914）

直径約216cm、
静 止 軌 道
315 高さ約270cmの円
（東経140°付近）
筒形

衛星システムを用いた準ミリ波等
実験用中容量静止
の周波数での通信実験、衛星通信
通信衛星（CS）
システムの運用技術の確立等
「さくら」
（デルタ2914）

直径約220cm、
静 止 軌 道
350 高さ約350cmの円
（東経135°付近）
筒形

静止気象衛星
（GMS）
「ひまわり」

第5号科学衛星
（EXOS-A）
「きょっこう」

プラズマの密度・温度・組成・電
子エネルギー分布、地球コロナ分
布の観測、オーロラの紫外線撮影
（M-3H-2）

直径約95cm、
129 高さ約80cmの円 楕円
筒形

630
3,970

電離層観測衛星
（ISS-b）
「うめ2号」

電離層の臨界周波数の世界的分布
を観測し、電波予報等に利用
（N-Ⅰ-4）

直径約94cm、
141 高さ約82cmの円 略円
筒形

981
1,228

実験用中型放送衛 衛星システムを用いた画像等の伝
星（BS）
送試験、衛星放送システムの運用
「ゆり」
技術の確立等
（デルタ2914）

底面約132cm×約
静 止 軌 道
355 1 2 0 c m 、 高 さ 約
（東経110°付近）
309cmの箱形

0

0

0

昭52. 2.23
（種子島）

三菱電機

昭52. 7.14
ヒューズ
（米東海岸
（日本電気）
CCAFS）
昭52.12.14
フォード
（米東海岸
（三菱電機）
CCAFS）

65

昭52. 2. 4
（内之浦）

日本電気

70

昭51. 2.16
（種子島）

三菱電機

0

昭53. 4. 7
（米東海岸
CCAFS）

GE
（東 芝）

第6号科学衛星
（EXOS-B）
「じきけん」

電子密度、粒子線、プラズマ波等
の観測
（M-3H-3）

直径約80cm、
90 高さ約60cmの38 長楕円
面体

220
30,100

31

昭53. 9.16
（内之浦）

日本電気

第4号科学衛星
（CORSA-b）
「はくちょう」

X線星、X線パースト、超軟X線星
雲等の観測
（M-3C-4）

直径約75.5cm、
96 高さ65.5cmの26 略円
面体

545
577

30

昭54. 2.21
（内之浦）

日本電気

試験衛星
（MS-T4）
「たんせい4号」

ロケットの特性の測定と衛星につ
いての工学的試験
（M-3S-1）

直径約93cm、
185 高さ約85cmの正8 略円
角柱

521
606

39

昭55. 2.17
（内之浦）

日本電気

衛星分離後第3段ロケッ
トが追突し、静止トラン
ファ軌道投入は失敗

昭54. 2. 6
（種子島）

三菱電機

実験用静止通信衛 静止衛星打上げ、追跡衛星、ミリ
星（ECS）
波等の通信実験
「あやめ」
（N-I-5）

わが国初の静止衛星「きく2号」

208

重量
（kg）
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直径約141cm、
130 高さ約95cmの円
筒形

「きょっこう」

「はくちょう」

2．日本の人工衛星（3/12）
衛

生

実験用静止通信衛
星（ECS-b）
「あやめ2号」

ミッション（打上げロケット）
あやめの再打上げ
（N-Ⅰ-6）

重量
（kg）

形

状

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

形

直径約141cm、
130 高さ約95cmの円
筒形

静止トランスファ軌道投
入後、アポジーモータ点
火後、信号途絶（2.25）

昭55. 2.22
（種子島）

三菱電機

技術試験衛星Ⅳ型 N-Ⅱロケットの打上げ性能確認、
搭載機器の機能試験
（ETS-Ⅳ）
（N-Ⅱ-1）
「きく3号」

直径約210cm、
638 高さ約280cmの円 長楕円
筒形

223
36,011

28.6

昭56. 2.11
（種子島）

三菱電機

第7号科学衛星
（ASTRO-A）
「ひのとり」

太陽硬X線フレアの2次元像、及び
太陽粒子線、X線バースト等の観
測（M-3S-2）

直径約93cm、
180 高さ約85cmの正8 略円
角柱

576
644

31

昭56. 2.21
（内之浦）

日本電気

静止気象衛星2号
（GMS-2）
「ひまわり2号」

気象衛星に関する技術開発、気象
業務の改善
（N-Ⅱ-2）

直径約215cm、
静 止 軌 道
292 高さ約345cmの円
（東経140°付近）
筒形

0

昭56. 8.11
（種子島）

日本電気

968
1,229

44

昭57. 9. 3
（種子島）

東 芝

497
503

32

昭58. 2.20
（内之浦）

日本電気

0

CS-2a昭58.2.4
（種子島）
CS-2b昭58.8.6
（種子島）

三菱電機
日本電気

技術試験衛星Ⅲ型 大電力を必要とする人工衛星等に
共通な技術の開発、宇宙機器に関
（ETS-Ⅲ）
する搭載実験等（3軸制御）
（N-Ⅰ-7）
「きく4号」

底面約85cm×約
385 85cm、高さ約
195cmの箱形

円

X線星、X線銀河、γ線バースト、
軟X線星雲等の観測
（M-3S-3）

最大対面寸法
220 110.4cm、高さ
89.5cmの略8角柱

略円

第8号科学衛星
（ASTRO-B）
「てんま」

通信衛星技術の開発、通信需要へ
通信衛星2号
（CS-2a）
「さくら2号a」 の対応
（CS-2a、N-Ⅱ-3）
（CS-2b）
「さくら2号b」

（CS-2b、N-Ⅱ-4）

粒子加速装置を用 オーロラの発光機構、プラズマ中
いた宇宙科学実験 の荷電粒子の運動、電磁波動の励
（SEPAC）
起等の解明
（STS-9）

静 止 軌 道
直径219cm、
）
326 高さ326cmの円筒 CS-2a（東経132°
形
CS-2a（東経136°
）
カーゴヘイ内のパレ
− ット上に搭載
（SL-1）

円

57

354
865

75

昭59. 2.14

日本電気

0

BS-2a昭59.1.23
（種子島）
BS-2b昭61.2.12
（種子島）

東 芝

第9号科学衛星
（EXOS-C）
「おおぞら」

成層圏、中間圏の光学的研究及び
電離層プラズマの特異現象の解明
（M-3S-4）

最大対面寸法、
207 約112cm、高さ約 楕円
88cmの略8角柱

放送衛星2号
（BS-2a）
「ゆり2号a」

放送衛星技術の開発、
テレビジョン難
視聴の解消
（BS-2a、
N-Ⅱ-5）

（BS-2b）
「ゆり2号b」

（BS-2b、N-Ⅱ-6）

120×132×289cm
350 箱 型 太 陽 電 池 パ 静 止 軌 道
ネル展開長895cm （東経110°付近）

「ひのとり」

「きく4号」

昭58.11.28〜12.8
三菱電機
（NAS・KSC）

250

「おおぞら」
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2．日本の人工衛星（4/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

静止気象衛星3号
（GMS-3）
「ひまわり3号」

気象衛星に関する技術開発、気象
業務の改善
（N-Ⅱ-6）

304

直径215cm高さ 静 止 軌 道
345cmの円筒形 （東経140°付近）

試験惑星探査機
（MS-T5）
「さきがけ」

ロケットの飛翔試験、超遠距離通
信姿勢制御・姿勢決定等の技術の
習得
（M-3SⅡ-1）

138

直径約1.4mの円
筒形

第10号科学衛星
（PLANET-A）
「すいせい」

惑星間プラズマの研究及びハレー
彗星の紫外領域における観測
（M-3SⅡ-2）

140

直径約1.4mの円
筒形

測地実験衛星
（EGS）
「あじさい」

国内測地三角網の規正
離島位置の決定
日本測地原点の確立
（H-Ⅰ-1;2段式）

アマチュア無線による国際規模の
アマチュア衛星第
無線通信追跡及び管制技術の研究
1号（JAS-1）
搭載用中継器等の軌道上での機能
「ふ
じ」
の確認
（同上）

日本電気

太 陽 周 回 軌 道
（昭61年3月にハレー彗星約
700万kmに接近）

昭60.1.8
（内之浦）

日本電気

太 陽 周 回 軌 道

昭60.8.19
（内之浦）

日本電気

909

99

直径215cmの球に
内接する多面体
865 （スピン型）
鏡面318枚
レーザー反射面120組

円

1,483
1,496

50

対辺40cm、高さ
50 47cmの球形に近
い26面体

円

1,482
1,500

50

円

1,497
1,533

50

506
674

31

磁気軸受フライホ
無重力下における磁気軸受フライ
イール実験装置
ホイールの浮上実験の実施
（MABES）
（同上）
「じんだいじ」

295 約1m×1.5m

第11号科学衛星
（ASTRO-C）
「ぎんが」

420

活動銀河中心核X線源の観測及び
X線天体の精密観測
（M-3SⅡ-3）

昭59.8.3
（種子島）

0

円

長さ100cm、高さ
略円
155cmの4角柱

海洋現象の観測、地球観測のため
海洋観測衛星1号
1.26m×1.48m×
の人工衛星に共通な技術の確立
（MOS-1）
740
2.4mの楕円
（一翼式太陽電池パドル付）
「もも1号」
（N-Ⅱ-7）

太 陽 周 回 軌 道
円

909

川崎重工

昭61.8.13
（種子島）

日本電気

（NAL）
三菱電機

昭62.2.5
（内之浦）

日本電気

昭62.2.19
（種子島）

日本電気

99

技術試験衛星Ⅴ型 H-Ⅰロケット（3段式）試験機の
性能確認、静止三軸衛星バスの基
（ETS-Ⅴ）
盤技術の確立等
（H-Ⅰ-2）
「きく5号」

550

1.4m×1.7m× 静 止 軌 道
（東経150°）
1.7mの箱形

0

昭62.8.27
（種子島）

三菱電機

通信衛星技術の開発増大かつ多様
化する通信需要への対応
（H-Ⅰ-3）

550

直径約218cm、高
さ243cmの円筒形

0

昭62.2.19
（種子島）

三菱電機
日本電気

通信衛星3号ａ
（CS-3a）
「さくら3号ａ」

「すいせい」

210

形
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静 止 軌 道
（東経132°）

「あじさい」
（上方）
、
「じんだいじ」
（中）
、
「ふじ」
（左下）

「さくら3号ａ」

2．日本の人工衛星（5/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

通信衛星3号b
（CS-3b）
「さくら3号b」

通信衛星技術の開発増大かつ多様
化する通信需要への対応
（H-Ⅰ-4）

550 CS-3aと同じ

第12号科学衛星
（EXOS-D）
「あけぼの」

オーロラ粒子の加速機構及びオー
ロラ発光現象等の精密観測
（M-3SⅡ-4）

295

静止気象衛星4号
（GMS-4）
「ひまわり4号」

気象衛星に関する技術開発気象業
務の改善
（H-Ⅰ-5）

直径215cm
325 高さ315cm
の円筒形

第13号科学衛星
（MUSES-A）
「ひてん」

将来の月・惑星探査計画に必要と
なる精密標定及び制御等
（M-3SⅡ-5）

196

「はごろも」

2年8月19日に「ひでん」から分離

11

海洋観測衛星
1号-b
（MOS-1b）
「もも1号b」

海洋現象の観測、地球観測に必要
なための人工衛星に共通な技術の
確立
（H-Ⅰ-6,2段式）

アマチュア衛星
1号b（JAS-1b）
「ふじ2号」

アマチュア無線による国際規模の
衛星通信、追跡及び管制技術の研
究搭載用中継器等の軌道上での機
能確認
（H-Ⅰ-6）

伸展展開機能実験 伸展ブームの伸展・収縮実験、空
ペイロード
力傘の展開・収納実験
（DEBUT）
（H-Ⅰ-6）
「おりづる」

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）
0

昭63.9.16
（種子島）

三菱電機
日本電気

75

平成元.2.22
（内之浦）

日本電気

0

平成元.9.6
（種子島）

日本電気

平2.1.24
（内之浦）

日本電気

静 止 軌 道
（東経136°）

長楕円

292
10,471

静 止 軌 道
（東経120°）

月スイングパイ軌道
月周回軌道

太陽同期準回帰
約1.3m×1.5m×
軌道
740 2.4m（一翼式太陽
電池パドル）
円
909
対辺40cm
50 高さ47cmの
略球形26面体

楕円

909
1,742

日本電気

99

平2.2.7
（種子島）

99

日本電気

日本電気
平2.2.7
（種子島）

展開時 収納時
50 対辺 95cm 44cm 楕円

909
1,742

日本電気
（NAL）

99

高さ 193.5cm 47cm

放送衛星3号
（BS-3a）
「ゆり3号-a」

放送衛星技術の開発増大かつ多様
化する放送需要への対応
（H-Ⅰ-7）

550

放送衛星3号
（BS-3b）
「ゆり3号-b」

放送衛星技術の開発増大かつ多様
化する放送需要への対応
（H-Ⅰ-8）

550 BS-3aと同じ

「あけぼの」

形

約130cm×160cm
×320cmの筒形

「ひてん」
、
「はごろも」
（上方）

静 止 軌 道
（東経110°）

0

平2.8.28
（種子島）

日本電気

静 止 軌 道
（東経110°）

0

平3.8.25
（種子島）

日本電気

「もも1号ｂ」
（上方）
、
「ふじ2
号」
（左下）
、
「おりづる」
（右下）

「ゆり3号ａ」
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2．日本の人工衛星（6/12）
衛

生

第14号科学衛星
（SOLAR-A）
「ようこう」

ミッション（打上げロケット）
次期太陽活動極大期における太陽
フレアの高精度画像観測
（M-3SⅡ-6）

第一次国際微小重 宇宙ステーションにおける実験に
力実験室
必要な宇宙環境利用技術の蓄積
（IML-1）
（STS-42）
地球資源衛星1号
（JERS-1）
「ふよう1号」

重量
（kg）

形

状

形
略円

420

円

−

57

300

宇宙放射線モニタ
（RMMD）

−

970

第一次材料試験
（FMPT/SL-J）
「ふわっと'92」

宇宙空間の特性を利用した材料実
験等 （毛利PS 搭乗）
（STS-47）

−

第15号科学衛星
（ASTRO-D）
「あすか」

多様な天体のX線像とX線スペク
トルの精密観測
（M-3SⅡ-7）

宇宙往還機の大気圏再突入時の機
軌道再突入実験機
首先端部の空力加熱特性把握等の
（OREX）
ため軌道再突入実験を行う。
「りゅうせい」
（H-Ⅱ-1）

カーゴベイ内の
パレット上に塔
載

円

「ふよう1号」

57

224

円

300

57

420

略円

520
620
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中華鍋型：
865 外径 3.4m
高さ 1.46m

約450kmの円軌道
を1周回後、再突
入,洋上に着水

性能確認用
2m×3m×0.8m
H-Ⅱロケットの性能確認
ペイロード
（VEP-1）
2,400
の箱形
（H-Ⅱ-1）
「みょうじょう」
宇宙ステーション取付型実験モジ
第二次国際微小重 ュール（JEM）の開発に当たり宇
力実験室
宙環境利用及び有人宇宙活動に必
（IML-2）
要なデータ・技術の蓄積
（SIS-65）

高温加圧電気炉

日本電気
石川島播磨重工
日本電気

円

三菱電機

平4.3.24〜4.2
三菱電機
（NASA・KSC）
平4.7.24
（米東海岸・
CCAFS）

日本電気

平4.9.12〜20
石川島播磨重工
（NASA・KSC） 三菱重工
平5.2.20
（内之浦）

日本電気

三菱重工

30.5
平6.2.4
（種子島）

450
36,200

28.6

東 芝
石川島播磨重工

300km

28.5

三菱重工
平6.7.8〜23
（NASA・KSC） 石川島播磨重工
日本電気

ライフサイエン
ス実験装置
−

平4.1.22〜30
（NASA・KSC）

平4.2.11
（種子島）

300

41363×508542
カーゴベイ内に
スペースラブ搭
載

平3.8.30
（内之浦）

三菱重工

二重月スイングパイ軌道

地球の裏側に存在する最大な磁気
圏尾部のプラズマ観測等
（デルタⅡ）

各論
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有機結晶成長装置
（OCGP）

磁気圏観測衛星
（GEOTAIL）

第2部

550
600

太陽周期準回帰軌道
合成開口レーダ及び光学センサー
本体
による型観測技術の確立
1,340 93cm×183cm×
資源探査等
（H-Ⅰ-9）
316cmの角形

粒子加速装置を用 オーロラの発光機構、プラズマ中
いた宇宙科学実験 の荷電粒子の運動、電磁波動の励
（SEPAC-R）
起等の解明
（STS-45）

212

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

制振実験装置

「ふわっと 92」
（FMPT/SL-J）

2．日本の人工衛星（7/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

H-Ⅱロケット試験機の性能確認、
技術試験衛星Ⅵ型
大型静止三軸衛星バス技術の確立、
本体
（ETS-Ⅵ）
2,000
衛星通信のための技術開発
2m×3m×3m
「きく6号」
（H-Ⅱ-2）
静止気象衛星5号
（GMS-5）
「ひまわり5号」

気象衛星に関する技術開発気象業
務の改善
（H-Ⅱ-3）

直径約215cm、
345 高さ約354cm
の円筒形

形
楕円
軌道

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）
7,791
38,715

静 止 軌 道
（東経140°）

円

先端産業技術開発に係る宇宙環境
自立帰還型無人宇
利用実験手段の多様化、大気突入、
宙実験システム
回収等の工学実験の実施（ドイツ
（EXPRESS）
との協力）
（M-3SⅡ-8）

RM/SM結合時の
770 全 長 2 . 2 m 、 直 径
1mのカプセル

（ 210×400 ）
約250kmの
円
予定軌道投
入に失敗

SFUの回収
（SFU-R）

−

カーゴベイ内に
SFUを回収帰還

円

500

450

地球環境のグローバルな変化の監
地球観測プラット
太陽同期準回帰軌道
視地球観測プラットフォーム等の
約4×4×5m箱形
フォーム技術衛星
将来型衛星の開発に必要とされる 3,560
（一翼式パドル付）
（ADEOS）
技術の開発、地球観測分野の国際
「みどり」
円
800
協力の推進等
（H−Ⅱ-4）
アマチュア衛星
3号（JAS-2）
「ふじ3号」

アマチュア無線衛星
（「みどり」と同時打上げ）
（H−Ⅱ-4）

第16号科学衛星
（MUSES-B）
「はるか」

大型精密展開構造機構等の研究、
人工衛星を用いた起長基線干渉計
（VLBI）に必要な位相同期等の試
験
（M-V-1）

材料科学実験
（MSL-1）

JEM利用第1次選定テーマの予備
的実験等
（STS-83）

同 上
（MSL-1R）

MSL−1の再飛行
（STS-94）

マニピュレータ飛 JEM用ロケットアームの技術試験、
行実証試験
材料曝露実験等
（MFD）
（STS-85）

「ひまわり5号」

三菱電機
石川島播磨重工

28.5

（31）

平7.1.15
（内之浦）

ドイツ／
ロシア

8.5

平8.1.11〜20
（NASA-KSC）
（1.13に回収）

−

99

802
1,324

底面1.5m×1.5m×
高さ1 . 0 m の 箱 形
800
長楕円
友好開口径8mの
パラボラアンテナ

570×
21,415

31

298×
303

28.5

平8.8.17
（種子島）

三菱電機
日本電気
東 芝

日本電気

99

平9.2.12
（内之浦）

日本電気

平9.4.4〜4.8
石川島播磨重工
（NASA・KSC）
（燃料電池故障で4日弱で帰還）

大型均熱炉
− （LIF）ほか

円

− 同上

円

304×
308

28.5

・ロケットアーム
− ・材料曝露装置
・二相流体ループ

円

約300

57

「みどり」

東 芝
三菱電機
日本電気
石川島播磨重工
日本電気

0

「ふじ2号」と同
楕円
じ

50

平6.8.28
（種子島）

平7.3.18
（種子島）

各種科学研究、先端産業技術開発
約
宇宙実験・観測フ
等の実施のための宇宙実験機会の
直径約4.7m、
4,000
リーフライヤ
確保JEMの曝露部及び搭載共通実
高さ2.8m
（SFU）
験装置の信頼性向上
（H-Ⅱ-3）

平7.3.18.H-Ⅱ-3で打ち上げたSFUの
回収等（STS-72）

13

平9.7.1〜7.17
石川島播磨重工
（NASA・KSC）
東 芝
平9.8.7〜8.19
（NASA・KSC） 日 立

「MFD」

第2部
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2．日本の人工衛星（8/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

日米協力により全地球的規模のエ
本体
熱帯降雨観測衛星 ネルギー収支のメカニズム解明に
3,500 2 . 4 m × 1 2 . 4 m ×
（TRMM）
不可欠な熱帯降雨の観測
4.4m
（H−Ⅱ-6）
技術試験衛星Ⅶ型
（ETS-Ⅶ）
「きく7号」
「おりひめ」／
「ひこぼし」

形

円

ランデブ・ドッキング技術・遠隔
チェイサー本体
操作技術について軌道上実験の実
2.6m×2.3m×2.0m
円
2,900 ターゲット本体
施等により技術を確立
（TRMMと同時打上げ）
0 . 6 5 m×1 . 7 m×
（H-Ⅱ-6）
1.5m

高度移動体衛星通信技術、衛星間
通信放送技術衛星 通信技術及び高度衛星放送技術の
約2m×3m×3m
楕円
（COMETS）
通信放送分野の新技術、大型静止 2,000 筒形
「かけはし」
衛星の高性能化技術等の開発
（H-Ⅱ-5）

350
（2001.8.25
以降は400）

NASA
（GSFC）
東 芝

35
平9.11.28
（種子島）

550

35

470
17,700

30

第2段早期燃料停止のた
め静止軌道投入失敗

第18号科学衛星
（PLANET-B）
「のぞみ」

火星大気の構造、運動、太陽、風
との相互作用の研究
（M-Ⅴ-3）

底辺1.6m×1.6m 火星周回軌道（2003〜2004到達）
540 高さ0.58m
28.4
約150×50,000

ニューロラブ

神経科学分野の国際協力実験
（向井PSは地上支援）
SL最終のフライト
（STS-90）

−

NASA衛星の放出 スパルタン衛星の放出・回収と船外活動（EVA）
（STS-87）
・回収等のミッション 土井PS初のEVA

−

宇宙医学、サイフ ニューロラブに続くライフサイエ
ンス実験、医学実験
サイエンス
向井・J.グレンPS2回目 （STS-95）

−

運輸多目的衛星
（MTSAT）

第19号科学衛星
ASTRO-E

各論

平10.2.21
（種子島）

日本電気
東 芝
三菱電機
石川島播磨重工

平10.7.4
（内之浦）

日本電気

平10.4.17〜5.3 三菱重工
（NASA・KSC） 日本電気

約300

30

太陽コロナ観測
衛星

円

約280

28.5

平10.11.9〜12.5
（NASA）
（NASA・KSC）

前庭機能実験
神経活動電位
有機結晶成長

円

約555

28.5

三菱重工
平10.10.29〜11.7
石川島播磨重工
（NASA・KSC）
日本電気

神経活動電位

−

東 芝
三菱電機
日本電気

円

静止軌道（計画）
第1段エンジン早期停止のため
地上指令で爆発し打上げ失敗

米国の極軌道プ
太陽同期準回帰軌道
ラットフォーム1
高度705km
号（約5t）に搭載

楕円
500×250（計画）
軟X線、硬X線、ガンマ線までの
直径約1.9m
領域でのプラックホール等の観測 1,680 高さ3.8mの8角柱
第1段エンジン不具合のため
5番目のX線天文衛星
（M-V-4）
打上げ失敗
形

「TRMM」

第2部

前庭機能実験

民間航空交通用航空ミッションと
約2.4m×2.2m×
気象観測ミッション
1,600
3.0mの箱形
（GMS-5の後継機）
（H-Ⅱ-8）

地球資源衛星1号（JERS-1）の資
資源探査用将来型
源探査技術の維持、発展、資源探
センサ
査の継続
（ASTER）
（アトラスⅡAS）
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軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

「きく7号」
（おりひめ／ひこぼし）

「かけはし」

平11.11.15
（種子島）

平11.12.19
（米西海岸
VAFB）
平12.2.10
（内之浦）

スペース
システム／
ロラール

日本電気
富士通
三菱電機
日本電気

「運輸多目的衛星」
（MTSAT）

2．日本の人工衛星（9/12）
軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

シャトルレーダト
ポログラフィミッ
ション
（SRTM）

合成開口レーダを用いて陸地の約
80％の3次元地図作成
（毛利MS2回目）
（STS-99）

−

カーゴベイ内に
搭載

円

約233

57

平12.2.11〜22
（NASA）
（NASA・KSC）

ISS組立
（ISS・3A）

スペースシャトルによる5回目組
立 Z-1トラス、PMA-3の取付
（若田MS2度目）
（STS-92）

−

カーゴベイ内に
搭載

円

約400

57

平12.10.11〜24
（NASA）
（NASA・KSC）

大型展開アンテナ
ETS-Ⅷ用小型アンテナ展開実験
小型部分モデル
（アリアンⅤ）
（LDREX）

−

約1/2モジュール
7個で約6m径

衛

生

性能確認用
ペイロード2
（VEP-2）

形

状

形

静止トランスファ軌道
軌道上で展開実験失敗

（VEP-2）外径2.2m
静止トランスファ軌道
H-ⅡA試験機1号機性能確認
底辺から約1cm高
約
トップラ測距装置
3,000 の円台
（DRE）塔載（約130kg）
（DRE）75cm
楕円 253×36,205
28.5
（H-ⅡA-1）
×75cm×高さ58cm

高精度軌道決定のための実施試験
レーザー測距離装
（ミラー24枚、プリズム126個）
約90 直径50cmの球状
置（LRE）
（H-ⅡA-1）

楕円 253×36,205

箱形2翼パドル
本 体 1 . 6 × 1 . 6 × 静止トランスファ軌道
2.0m
高度500km〜36000km
パ ド ル 3 . 3 m × 傾斜角28.5度
1.6m×2枚

高速再突入実験機 高速地球再突入を行うカプセルの
（DASH）
性能確認
（H-ⅡA-2）

92

0.7m×0.54m×
0.61m

性能確認用
ペイロード3
（VEP-3）

H-ⅡA試験機2号機の性能確認
（H-ⅡA-2）

直径約2m×高さ
33 約10cmの楕円筒
形

改良型高性能
マイクロ放射計
（AMSR-E）

地球環境のグローバルチェンジの 3,100 米国の極軌道プラッ
原因及びその影響の解明
（Aqwa）トフォーム
（Aqua）に搭載
円
（デルタⅡ）

本体
データ中継
高度衛星間通信技術の開発、中型
2.1×2.4×2.1m
約
技術衛星（DRTS） 静止三軸衛星バス技術の開発
1,500 パドル
「こだま」
（H-ⅡA-3）
7.1×2.4m×2枚

「つばさ」

三菱電機
明星電気

キャノン
山田光学
富士重工

NEC東芝

同
上
（衛星分離に失敗）

平14.2.4
（種子島）
NEC東芝

上

三菱重工

太陽同期極軌道
高度705km

平13. 8.29
（種子島）

28.5

民生部品の軌道上における機能確
民生部品・コンポ
認、コンポーネント等の小型化技 約
ーネント実証
術確認及び放射線等の宇宙環境の 480
（MDS-1）
計測
「つばさ」
（H-ⅡA-2）

同

平12.12.20
三菱電機
（仏領ギアア）

98.2

静止軌道（東経90.8度）

平14.5.4
米西海岸
（VAFB）

三菱電機
（Aquaは
TRW社）

平14.9.10
（種子島）

三菱電機

「こだま」

第2部
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2．日本の人工衛星（10/12）
衛

生

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

次世代無人宇宙実 利便性の高い無人宇宙実験システ
SEM:1.5m×1.6m
験システム
ムを構築し、超電導材料の製造実 約
×1.4m
（USERS）
験等を行う
（H-ⅡA-3） 1,800 SEM:直径1.6m高
さ1.9mカプセル
環境観測技術衛星 地球環境問題に係わる全地球的規
約4m×4m×5m
（ADEOS-Ⅱ）
模の水・エネルギー環境のメカニ 約
箱形（5mフェア
（みどりⅡ）
ズム解明に不可欠な地球科学デー 3,700
リング内収納）
タを収得
（H-ⅡA-4）

円

軌
道
打上げ年月日 主製造社
高度（km） 傾斜角（度） （打上げ射場）

515

平4.9.10
（種子島）

30.4

三菱電機
IHIエアロスペース
石川島播磨重工

太陽同期準回帰軌道
三菱電機
円

818×799

98.7

800

99

豪州小型衛星
（FedSat）

豪州国産技術を実証するため自国
製作の初の衛星（みどりⅡと同時
打ち上げ）
（H-ⅡA-4）

58 5 0 c m × 5 0 c m ×
50cmの立方体

鯨生態観測衛星
（WEOS）
「観太くん」

鯨の回遊経路、潜水深度などの行
動解析及び海洋環境情報を得る
（みどりⅡと同時打ち上げ）
（H-ⅡA-4）

50cm×50cm×
50 50cmの角状
円
（伸展マスト約3m）

803

99

千葉工大

マイクロラブサット
（μ-labsat）

民生部品等を用いたビギーバック
小型衛星の機能確認
（みどりⅡと同時打上げ）
（H-ⅡA-4）

直径69cm×高さ
68 64cmの8角柱

円

800

99

NASDA
（筑波宇
宙ｾﾝﾀｰ）

ISS組立
（ULF-1）

ESP-2（船外保管プラットフォーム
2）の取付、CMGの交換、科学実験
装置取付（野口MS搭乗予定）
（STS-114）

−

カーゴベイ用に
搭載

円

226

51.6

平15.3.□
（NASA）
（NASA・KSC）

情報収集衛星1号
（IGS-1）

光学衛星1基、レーダ衛星1基の計
2基
（H-ⅡA-5）

−

−

静止軌道（東経−度）

小惑星「ネレウス」を探査対象に
電気推進系、惑星間自律航法、サ
約
ンプル採集、地球大気再突入及び
360
回収等の工学実験
（M-V-□）

−

太陽周回軌道

IGS-1と同じ（一部改良）
（H-ⅡA-6）

−

静止軌道（東経−度）

第20号科学衛星
（MUSES-C）

情報収集衛星2号
（IGS-2）

「みどりⅡ」
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−

「観太くん」

円

豪 州
（SIL社）
平14.12.14
（種子島）

「マイクロラブサット」

0

0

平15.3.28
（種子島）

三菱電機

平15年度
（内之浦）

日本電気

平15.□.□
（種子島）

三菱電機

MUSES-C

2．日本の人工衛星（11/12）
衛

星

ミッション（打上げロケット）

重量
（kg）

形

状

運輸多目的衛星新
MTSATの再打ち上げ
約
MTSATと略同じ
1号機
（H-ⅡA-7） 1,600
（MTSAT-1R）
低エネルギー放射課程を長波長
電磁波により観測し、原始銀河
の誕生と進化を解明 （M-Ⅴ-6 ）
ペネトレータを打込み
第17号科学衛星
月内部の地殻構造及び熱的構造
（LUNAR-A）
の解明
（M-Ⅴ-2）
太陽大気（コロナと彩層）の成
第22号科学衛星
因とフレアなどの太陽活動の原
（SOLAR-B）
因を解明
（M-Ⅴ- 7）
地図作成、災害状況把握、地域
陸域観測技術衛星
観測、資源探査、地球観測技術
（ALOS）
開発
（H-ⅡA-□）
大型衛星バス技術、大型展開ア
ンテナ技術、移動体衛星通信シ
ステム技術、移動体マルチメデ
技術試験衛星Ⅷ型
ィア衛星放送システム技術及び
（ETS-Ⅷ）
高精度時刻基準装置を用いた測
位等の技術開発、実験・実証
（H-ⅡA-□）
月の表面構造・組成の全球的調
月周回衛星
査、月重力場等の計測及び月面
（SELENE）
着陸技術実証
（H-ⅡA-□）
第21号科学衛星
（ASTRO-F）

軌
道
打上げ年月日
高 度（km）傾斜角（度） （打上げ射場）

−

約
540

−

約
870

−

スペース
システム／
ロラール

平15 年 度
（内之浦）

NEC東芝

平15 年 度
（内之浦）

NEC東芝

NEC東芝

98

平16 年 度
（内之浦）

692

98.2

平16 年 度
（種子島）

三菱電機
NEC東芝

静止軌道
（東経□度）

0

平16 年 度
（種子島）

三菱電機
NEC東芝

約95

平17 年 度
（種子島）

日本電気
NEC東芝

0

平17 年 度
（種子島）

NEC東芝
三菱電機
（未定）

円

0

700〜900

98

月面高度200kmの円軌道
太陽同期軌道
円

約 （ﾌｪｱﾘﾝｸﾞ収納時）
4,000 6.9×3.6×4.4ｍ

本体
2.4×2.5×3.8m
約
3,000 (外径19×3.8mの大
型アンテナ2面)

周回衛星、リレー
約
2,900 衛星、VRAD衛星

生命科学
グローバルボックス
(LSG)

ISS塔載用生命科学実験装置
680
ISPR 1ラック分
（μF6に搭載）
以下
（STS-□）
本体0.78×1.1×
国際協力による、捕捉・追尾技
光衛星間通信実験
1.5ｍ
570
術の開発のための光衛星間通信
衛星（OICETS）
パドル1.75×2.8
実験
（未定）
×2.0

「ALOS」

主製造社

平15.□.□
（種子島）

静止軌道
（東経140度）
太陽同期軌道

約
960

超高速インターネット 広域性、同報性、耐災害性等の
約
箱形
衛星
超高速大容量衛星通信技術開発
2,300
（WINDS）
の実験
（H-ⅡA-□）

「LUNAR-A」

形

600
太陽同期準回帰軌道

円

月周回軌道
円

100
静止軌道

（東経143,146又
は154.5度）
円

約400

51.6

円

550〜610

35

平18 年 度
石川島播磨重工
（NASA･KSC）

保 留
（未 定）

日本電気
（NEC東芝）

「ETS-Ⅷ」
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2．日本の人工衛星（12/12）
衛

星

国際宇宙ステー
ションの日本の
実験棟（JEM）
「きぼう」

ミッション（打上げロケット）

宇宙ステーション本体中央部に
取り付けられて運用される有人
宇宙実験室を3回に分けてシャト
ルで打上げる

重量
（kg）

形

15,900

外径4.4m×長さ
11.2m船内実験室

4,200

外径4.4m×長さ
3.9m船内保管室

幅4.9m×高さ2.0m
1,200 ×長さ4.2m
船外パレット
幅5.0m×高さ4.0m
4,000 ×長さ5.2ｍ船外実
験プラットホーム
親アーム9.9m、子
1,600 アーム1.7mマニピュ
レータ

（STS-□、-□、-□）
登場員に必要な食料、
医療、
生活水
宇宙ステーション
約
全長9.2m×外径4.4m
、
実験用消耗品、
補用品等の補給
補給機（HTV-1）
15,000
（H-ⅡA-□）
CAM: 約直径4.4m
10,000
×長さ約9m
セントリフュージ
ISSに取付ける生命科学実験施設
CR: 回転半径
（CF）
1,900
1.25m
（STS-□）
打上げ失敗したASTRO-Eの2代目
X線天文衛星
約
−
（日本で5番目のX線天文衛星）
（ASTRO-EⅡ）
1,600
（M-V-8）
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軌

状

打上げ年月日
主製造社
（打上げ射場）

道

第1回（1J/A）
平18年3月

円

約407

516

円

約407

516

円

約407

516

円

約550

31

第2回（1J）
平18年7月

三菱重工
石川島播磨重工
日産自動車
NEC東芝
川崎重工
三菱電機

第3回（2J/A）
平19年6月
（NASA･KSC）
（予定）
平19年11月
三菱重工
（種子島）
（予 定）
平19年4月
三菱重工
（NASA･KSC）
NEC東芝
（予 定）
平19年度
（内之浦）

NEC東芝

3．日本の民間通信放送衛星等一覧
衛星名

打上げ年月日

打上げ

重量＊

トランスポンダ、周波数帯域

静止位置

（日本時間）

ロケット

（ｔ）

帯域幅（MHz）×本数

（東経度）

備 考

平成 1.03.06

アリアンⅣ

1.38

Ku（27）×32

150

ヒューズ社

スーパーバード旧A

1.06.05

アリアンⅣ

1.55

Ku（36）×19, Ka（ 100）×10

158

スペースシステム/ロラール社

JCSAT-2

2.01.01

タイタンⅢ

1.38

JCSAT-1と同じ

154

ヒューズ社

BS-2X

2.02.22

アリアンⅣ

−

−

同時打ち

スーパーバード旧B

2.02.22

アリアンⅣ

−

−

上げ失敗

BS-3H

3.04.18

アトラスセントール

−

−

打上失敗

スーパーバードB

4.02.26

アリアンⅣ

1.53

Ku（36）×23, Ka（ 100）×3

162

スペースシステム/ロラール社

スーパーバードA1

4.12.01

アリアンⅣ

1.7

Ku（36）×23, Ka（ 100）×3

158

スペースシステム/ロラール社

BS-3N

6.07.08

アリアンⅣ

0.7

BS-3aと同じ

109,85

スペースシステム/ロラール社

Nスターa

0
7. 8.29

アリアンⅣ

2.1

132

ロキッードスーチン社

JCSAT-3

0
7. 8.29

アトラスⅡAS

1.8

128

ヒューズ社

Nスターb

8.02.05

アリアンⅣ

2.1

Nスターaと同じ

136

ロキッードスーチン社

JCSAT-R

9.02.17

アトラスⅡⅡAS

1.8

JCSAT-3と同じ

予備

ヒューズ社

BSAT- 1A

9.04.16

アリアンⅣ

0.72

Ku（27）×4

110

ヒューズ社

スーパーバードC

9.07.28

アトラスⅡAS

1.9

Ku（54）×4, Ka（ 36）×4

144

ヒューズ社

JCSAT-1B

9.12.03

アリアンⅣ

1.8

Ku（27）×16, Ka（ 36）×16

150

ヒューズ社

BSAT-1B

10.04.28

アリアンⅣ

1.25

Ku（27）×4

110

スペースシステム/ロラール社

JCSAT-4A

11.02.16

アトラスⅡAS

1.9

Ku（27）×32

124

ヒューズ社

スーパーバードB2

0
12. 2.18

アリアンⅣ

2.1

162

ヒューズ社

JCSAT（N=SAT）-110

12.10.07

アリアンⅣ

2.1

Ku（36）×12

110

ロキッードスーチン社

スーパーバードD

12.10.17

アリアンⅣ

2.1

Ku（36）×12

110

ロキッードスーチン社

BSAT-2A

13.03.08

アリアンⅣ

0.8

Ku（ ）×4

110

オービタルサイエンス社

BSAT-2B

13.07.12

アリアンⅣ

0.8

Ku（ ）×4

JCSAT-2A

0
14. 3.28

アリアンⅣ

1.46

NスターC

14. 7. 5

アリアンⅤ

Horizons

15年第1/4半期

ゼニット3SL

2.63

Ku（36）×24

BSAT-2C

15年春

アリアンⅤ

0.8

BSAT-2Aと同じ

スーパーバードA2

15年秋

アトラスⅡAS

1.9

Ku（36）×23, Ka（ 100）×4

JCSAT-1

Ka（ 100）×5, Ka（ 200）×6,
Ku（54）×8
Ka（ 57）×16, Ka（ 36）×12,
C（36）×12

Ku（36）×23, Ka（ 100）×5,
Ka（ 200）×1

軌道投入失敗 オービタルサイエンス社

Ku（57）×1, C（36）×11,
C（54）×5

154

ボーイング社
ロキッードスーチン社

西経127

ボーイング社
オービタルサイエンス社

158

ボーイング社

＊：重量は軌道初期重量

JSATの衛星（8基運用中）

SCCの衛星（5基運用中）
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4．世界の主な打上げロケット

ロケット名

長征3A号
（CZ-3A）

ソユーズU

プロトンK

ゼニット2

M−V

H―Ⅱ

H―ⅡA
H―ⅡA
（標準型202） （標準型204）

国

名

中国

段

数

3

2

4

2

3

3

2

2

2

全

長

52.5m

45.2m

57.1m

57m

59.8m

30.8m

50m

53m

53m

直

径

3.4m

3.0m

7.4m

3.9m

3.9m

2.5m

4.0m

4.0m

4.0m

全 重 重

240t

310t

690t

449t

470t

128t

260t

285t

443t

低軌道（LEO）
打上げ能力

8.5t

6.9t

21.0t

13.7t

15.9t

2.5t

10.5t

10t

16t

静止トランスファ
軌道（GTO）
打上げ能力

2.3t

−

GEO
4.9t

−

5.3t

−

4.0t

4.1t

6.0t

補 助
ブースタ

−

液体酸素／
ケロシン

−

−

−

−

第1段

四酸化二窒素
／UDMH

液体酸素／
ケロシン

四酸化二窒素
／UDMH

液体酸素／
ケロシン

液体酸素／
ケロシン

ポリブタジエン系
固体推進剤

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

第2段

四酸化二窒素
／UDMH

液体酸素／
ケロシン

四酸化二窒素
／UDMH

液体酸素／
ケロシン

液体酸素／
ケロシン

ポリブタジエン系
固体推進剤

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

第3段

液体酸素／
液体水素

−

四酸化二窒素
／UDMH

−

−

−

−

第4段

−

−

液体酸素／液
体水素
（ブロック
D/DM上段）

−

−

−

−

プログレス
ソユーズTM
Resurs
コスモス軍事
偵察衛星

LMI 1
Astra
Iridium
Gorizont
コスモス早期
警戒衛星

コスモス軍事
偵察衛星

1973

1967

1985

推
進

ロシア

ウクライナ

剤

主な打上げ
衛星

運用開始年
（予定）

東方紅3号
風雲2号

1994

UDMA:非対称ジメチルヒドラジン
UH-25:UDMH+25%Hydrazine Hydrate
MMH:モノメチルヒドラジン
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日本

液 体 酸 素 ／ケ ポリブタジエン系
ロシン
（ブロック 固体推進剤
DM−SL上段）
−

DirecTV
PAS-9
XM-1
XM-2

1999

−

ポリブタジエン系 ポリブタジエン ポリブタジエン
系固体推進剤 系固体推進剤
固体推進剤

きく7号
つばさ
（ETS-VⅡ） （MSD-1）
はるか
ひまわり5号
こだま
SRB-A2を
（MUSES-B） （GMS-5）
（DRTS）
4本搭載
のぞみ
SFU
USERS
（PLANET-B） みどり
みどりⅡ
（ADEOS）
（ADEOS-Ⅱ）
TRMM, COMETS
1997

RP-1:ケロシン系燃料
A-50:エアロシン50（ヒドラジン系）
HTPB:末端水酸基ポリブタジン

1994

2001

計画中
（2005）

アリアン
44L

アリアンⅤ

欧州

欧州

3

2

3

2

2

56.4〜60.1m

45.7〜51.4m

38.4m

41m

3.8m

5.4m

2.4m

484t

746t

9.6t

デルタⅡ
（7925/7920）

アトラス
ⅡAS

アトラスⅤ
（EELV候補）

タイタンⅣB

スペース
シャトル

2

2

2

2または3

−

71m

47.6m

52.8m

65.2m

63m

56.1m

4m

5m

3.1m

3.1m

3.8m

3.1m

全幅23.8m
全高23.4m

232t

299t

733t

187t

218t

540t

939t

2,041t

18.0t

5.1t

8.3t

23t

6.6t

8.6t

9〜17t

21.6t

20.8〜24.4t

4.5t

6.8t

1.8t

3.8t

13.1t

2.8t

4.1t

13.2t

GEO
5.7t（※1）

GEO
2.4t（※2）

UH25

固体

固体

固体

固体

−

−

固体

固体
（HTPB）

固体

四酸化二窒素
／UDMH

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
RP−1

液体酸素／
RP−1

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
RP−1

液体酸素／
RP−1

液体酸素／
RP−1

四酸化二窒素
A−50

液体酸素／
液体水素

四酸化二窒素
／UDMH

四酸化二窒素
MMH

四酸化二窒素
A−50

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

液体酸素／
液体水素

四酸化二窒素
A−50

−

液体酸素／
液体水素

−

固体

−

−

−

−

−

固体（US上段）また
は液体酸素／液体
水素セントール上段）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Galaxy 11
Arabsat 3A
Skynet 4E
GE 5
Sirius 3
Inmarsat 3F4
Insat 2D

Maqsat 3
XMM天文衛星

1989

1999

デルタⅢ

デルタⅣ
（EELV候補）

アトラス2A
米国

Bonum 1
Skynet 4D
Navstar
Landsat 7
Iridium

1990

Orion 1
Inmarsat 3F3
Galaxy 3R
Hotbird 5
UHF軍事通信
衛星

ICO
（打上げ失敗）

1998
（中止）

（2002）

1992

カッシーニ
DSP早期
警戒衛星

2000

（2002）
※1
※2

マゼラン
ガリレオ
ハップル宇宙
望遠鏡
チャンドラX
線天文衛星他
STS-51Lと
STS-107は失敗
1981

1997

セントール＋SRMU使用
IUS使用時（静止軌道）
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5．日本の主な打上げロケット
（1）人工衛星打上げロケット
（宇宙科学研究所）

（宇宙開発事業団）

H-ⅡA
（標準型）

L-4S

M-4S

M-3C

M-3S
（M-3H）

M-3SⅡ

M-Ⅴ

N-Ⅰ

全長（m）

16.5

23.6

20.2

23.8

27.8

30.7

32.6

35.4

40.3

50

53

33

全重量（t）

9.4

43.6

41.6

48.7

61

139

90.4

135.2

139.3

260

285

88.5

約26

約180

約195

約300

約770

約1,800

※約130

※約350

※約550

※約2,000

※約2,000

※約870

打上能力（kg）
（253km/円）

H-Ⅱ

H-Ⅰ

N-Ⅱ

J-Ⅰ

※静止衛星打上げ能力(kg)

（2）観測ロケット

（3）宇宙実験小型
ロケット

（宇宙科学研究所）

（宇宙開発事業団）

MT-135

S-160

S-210

S-310

S-520

SS-520

K-6

K-8

K-9M

K-10

L-3H

TR-1A

全長（m）

3.3

4.1

5.2

71

8

9.65

5.4

10

11.1

9.8

16.5

13.4

全重量（t）

0.07

0.12

0.26

0.7

2.1

2.6

0.26

1.5

1.5

175

9.5

10.3

60

82

110

190

50

150

350

250

☆2000/450

270

☆100/170

750kgの実験装置を
10.4Gで6分以上

到達高度（km）
搭載重量（kg）

2

17

40

70

430/350 800/1,000
150/70

60/30

15

35

100

170

☆第3段／第2段
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6．宇宙科学研究所の主な打上げロケットの流れ
〔現用〕

L-4S

M-4S

M-3C

M-3H

M-3S

M-3SⅡ

M-V

全長（m）

16.5

23.6

20.2

23.8

23.8

27.8

30.7

直径（m）

0.735

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

2.5

全重量（t）

9.4

43.6

41.6

48.7

48.7

61

139

26

180

195

300

300

770

1800

打上げ能力
（kg）
（低軌道）
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7．M−Vロケット

MNTVC：可動ノズル式推力方向制御装置
SMRC：固体モータロール制御装置

LITVC：液体噴射式推力方向制御装置

SJ：サイドジェット

SMSJ：固体モータサイドジェット

主要諸元
段
諸元
段
数
長さ （m）
寸
全長 （m）
法
外径 （m）
各段重量
重 （全備）（t）
全段重量
量
（全備）（t）
形 式

第1段

第２段

14.46

6.35

第3段

キックモータ

3.45

6.0
1.2
2.4
（うち衛星0.83）

3
30.7
2.5

2.5

2.2

80.7

33.6

10.9
139

固体ロケット
※M-14（HT-230）
固体コンポジット
（BP-204J）

固体ロケット
M-24（HT-230）
固体コンポジット
（BP-204J）

固体ロケット
M-34（FRPのFW）
固体コンポジット
（BP-205J）

固体ロケット
KM-V1
固体コンポジット
（BP-205J）

固
推進剤種類
体 （酸化剤/燃料）
ロ
推進剤重量
ケ
1.37
10
30
70
（t）
ッ
ト 平均推力（t）
6
30
140
430
モ
ー 有効燃焼時間
68
101
63
45
（秒）
タ
真空中比推力
298
301
293
278
（秒）
誘 導 方 法
ストラップダウン方式光ファイバージャイロ（FOG）+電波誘導方式
―
可動ノズル式
２次液噴射式
可動ノズル式
制御
ピッチヨー
―
サイドジェット
小型固体ﾛｹｯﾄﾓｰﾀｰ
小型固体ﾛｹｯﾄﾓｰﾀｰ
システム ロール
※モータ型式 M-14のMはM型ロケット、1は1段目、4は4番目に開発されたという意味

打上げ能力
代表的軌道
軌道傾斜角
31度の円軌道
〃
地球重力脱出
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軌道高度例

打上げ可能な人工衛星重量

250km×250km

1.8t

500km×500km

1.1t
約0.5t（4段キックモータ使用時）

8．宇宙開発事業団の主な打上げロケットの流れ

N-Ⅰ

N-Ⅱ

H-Ⅰ

H-Ⅱ

H-ⅡA（標準型202）

全重量（t）
（衛星を除く）

（約）90

135

140

260

285

全

長（m）

（約）33

35

40

50

53

直径（第1段）
（m）

（約）2.4

2.4

2.4

4

4

（約）130

350

550

2,000

2,000

静止衛星
打上能力（kg）
（含アポジモーター
ケース質量）
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9．H−ⅡロケットとH−ⅡAロケットの比較（標準型）
H−Ⅱロケット主要諸元
全長（m）
全重量（t）

外径（m）
各重量（t）
推進薬重量（t）
推力（kN）
（真空中）
燃焼時間（s）
推進薬種類
推進薬供給方式
比推力（s）
（真空中）

姿勢制御

搭載電子機器

H−ⅡAロケット主要諸元

50.0（1号機）、 50.0（8号機）
53.0（1号機）、 57.0（2号機）
260.0（1号機）、263.0（8号機）
285.0（1号機）、348.0（2号機）
衛星
固体ﾛｹｯﾄ
固体ﾛｹｯﾄ
第2段
第1段
第1段
第2段
ﾌｪｱﾘﾝｸﾞ
ブースタ
ブースタ
11
12（ 標準）
23
35
37.2
15.2
10.7
4.0
4.1（ 標準）
1.8
4.0
4.0
2.5
4.0
20
1.4（ 標準）
141（ 2本分）
98
114
150（ 2本分）
20
17
118（ 2本分）
86
100
130（ 2本分） 17（ ﾘﾌﾄｵﾌ時）
3530
1074
4520
122
1079
137
（360.0t）
（109.5t）
（460.0t）
（12.4t）
（110.0t）
（14t）
2本分
短ノズル
2本分
598
93
390
100
345
530
液体酸素/
液体酸素/ ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系 液体酸素/
液体酸素/
液体水素
ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ固体
液体水素
液体水素
液体水素
HTPBｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ
（LOX/LH2） （HTPB） （LOX/LH2）（LOX/LH2）
（LOX/LH2）
ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
452

273

429

445

ジンバル
ジンバル
（推力飛行中） 可 動ノズルに
補助エンジン
ガスジェット よるジンバル
（慣性飛行中）
（1）慣性誘導計算機 PCMテレメータ
（1）横加速度計測装置
（2）慣性ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ
パッケージ
（2）制御電子パッケージ
（3）ﾃﾞｰﾀ・ｲﾝﾀﾌｪｰｽ・ﾕﾆｯﾄ
（3）PCMテレメータパッ
（4）制御電子ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ケージ
（5）計測制御装置
（6）PCMﾃﾚﾒｰﾀﾊﾟｯｹｰｼﾞ
（7）ﾃﾚﾒｰﾀ送信装置
（8）ﾚｰﾀﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞ
（2台）
（9）指令破壊受信機
（2台）

フェアリング
●パネル分割数・接着方法の変更
●製造工程の簡素化
アビオニクス
●ボックスの統合・高集積部品の活用
●データバス方式の導入
●点検の自動化と自己診断機能の充実
第2段
●セパレートタンク化
●LE-5Bエンジンの採用(LE-5Aの改良)
●推進系システムの簡素化
●電動アクチュエータ(推力制御系)の採用
●電子機器搭載位置の変更
第1段
●構造系加工工程の簡素化
●コア/固体ロケットブースタ/射座結合方式の変更
●推進系システムの簡素化
●LE-7Aエンジンの採用(LE-7の改良)
●艤装変更・システムの簡素化
●鋳物・機械加工の適用範囲拡大
固体ロケットブースター
●一体型CFRPモータケースの採用
●ノズルの小型化
●電動アクチュエータ(推力制御系)の採用

第2部

各論

447

ジンバル
可動ノズルに （推力飛行中）
よるジンバル
ガスジェット
（慣性飛行中）
（1）誘導制御計算機 （1）SRB-A電動アクチュ （1）誘導制御計算機
（2）横加速度計測装置
エータコントローラ （2）慣性ｾﾝｻﾕﾆｯﾄ
（3）レートジャイロパッ （2）駆動用電源分配器 （3）2段電動
ケージ
ｱｸﾁｭｴｰﾀｺﾝﾄﾛｰﾗ
（4）制御電子パッケージ
（4）ﾃﾞｰﾀ収集装置
（5）ﾃﾞｰﾀ収集装置
（5）ﾃﾚﾒｰﾀ送信機
（6）ﾃﾚﾒｰﾀ送信機
（6）ﾚｰﾀﾞﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞ
（2台）
（7）指令破壊受信機
（2台）
短ノズル
ジンバル
補助エンジン

H−ⅡからH−ⅡAへの主な改良の比較

226

280

衛星
ﾌｪｱﾘﾝｸﾞ
12.0
4.07
1.4

10．H−ⅡAロケット1号機から4号機まで

H-ⅡA試験機１号機

H-ⅡA試験機２号機

H-ⅡA試験機３号機

H-ⅡA４号機

（平成13.8.29打上げ）

（平成14.2.4打上げ）

（平成14.9.10打上げ）

（平成14.12.14打上げ）
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11．H−ⅡAロケットの今後の展開
形態（コンフィギュレーション：標準型）

衛星フェアリングの種類

※黒塗り部分はファイリングの衛星搭載可能領域である
※この値は1194M型使用時のものであり、衛星分離部の種類によって異なる

衛星搭載部（PAF）の種類
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12．H−ⅡAロケットの製造分担
主要コンポーネント・部品

主要サブシステム
第１段・第２段機体

三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古屋市） 第1段タンクドーム部
第2段タンクドーム部
第2段電動アクチュエータと制御装置
第1段アクチュエータポテンショメータ
第1段アクチュエータサーボバルブ
第1段、第2段分散用スプリング機構
第1段、第2段タンク及び配管用フィルタ
その他のフィルタ
アンビリカル・コネクタ
アンビリカル・コントローラ
搭載電池
推進系配管、液体水素ベローズ
推進系配管、液体酸素ベローズ
第2段液体酸素供給配管
上記以外のベローズ
バルブ
ベアリング
温度センサ
加速度センサ・電源センサ
圧力センサ
照明用ランプ

第1段ＬＥ−７Ａエンジン

液体水素ターボポンプ
液体酸素ターボポンプ

第2段ＬＥ−５Ｂエンジン
液体水素ターボポンプ
液体酸素ターボポンプ

ロ

マンテクノロジー
（独）
ボーイング社（米）
神鋼電機伊勢製作所（三重県伊勢市）
緑測器（東京都調布市）
日本ムーグ
（神奈川県平塚市）
住友金属工業関西製造所（兵庫県尼崎市）
ニチダイ
（京都府宇治山田町）
小糸製作所（静岡県清水市）
日本航空電子工業昭島事業所（東京都昭島市）
横河電機（東京都武蔵野市）
日本電池（京都府京都市）
古河電池（福島県いわき市）
横浜ゴム平塚製造所（神奈川県平塚市）
AVICA（英）
住友精密鋳造（西東京市）
富士精工（神奈川県大和市）
三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所（愛知県小牧市）
マロッタ
（米）
・バルブテック
（米）
NTN桑名製作所（三重県桑名市）
岡崎製作所（兵庫県明石市）
三菱プレシジョン鎌倉工場（神奈川県鎌倉市）
ミネベア
（長野県軽井沢市）
ウシオライティング福崎本社工場（兵庫県神埼町）

三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所（愛知県小牧市） スパークプラグ
熱交換器
シール類
配管類
燃焼室酸素ドーム部
石川島播磨重工業航空宇宙事業本部（瑞穂工場、東京都西多摩郡） ベアリング
リフトオフシールクローティングリングシール等
軸変位計
回転計
タービン動翼、ケーシング
（鋳物）

横河電子機器（埼玉県入間市）
住友精密工業（兵庫県尼崎市）
三菱電線工業(和歌山県箕島市)
横浜ゴム
（神奈川県平塚市）
三菱マテリアル
（埼玉県桶川市）
NTN桑名製作所（三重県桑名市）
イーグルエンジニアリングエアロスペース
（埼玉県坂戸市）
新川電気広島県広島市）
小野測器（神奈川県横浜市）
石川島精密鋳造（東京都西東京市）

三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所（愛知県小牧市） スパークプラグ
配管類
石川島播磨重工業航空宇宙事業本部（瑞穂工場：東京都西多摩郡） ベアリング
メカニカルシール・セグメントシール
軸変位計
回転計

横河電子機器（埼玉県入間市）
横浜ゴム
（神奈川県平塚市）
NTN桑名製作所（三重県桑名市）
イーグルエンジニアリングエアロスペース
（埼玉県坂戸市）
新川電気広島県広島市）
小野測器（神奈川県横浜市）

石川島播磨重工業航空宇宙事業本部（富岡工場：群馬県富岡市） 推薬弁・注排弁
推薬タンクダイアフラムバイロ弁

島津製作所（京都府京都市）
日油技研（埼玉県川越市）
三菱電線（和歌山県箕島市）

ケ
ッ

第2段ガスジェット装置

ト
機

アピオニクス
（搭載電子機器）

体 第1段・第2段誘導制御計算機（GCC）

慣性センサユニット
（IMU）
横加速度計測装置（LAMU）
制御電子パッケージ
（E-PKG）
レートジャイロパッケージ
（RG-PKG）
データ収集装置（DAU）･指令破壊受信
機（CDR）、
レーダトランスポンダ
（RT）
テレメータ送信機（UHF-TX、
VHF-TX）
・
アンテナ
（AT）
テレメータ送信機（SHF）
搭載ソフトウェア
（OBS）

GPS受信機システム
（GPSR）
デジタル画像圧縮装置（PCE）、
CCDカメラ
（CCD）

日本電気誘導光電事業部（府中事業場：東京都府中市）
日本航空電子工業（昭島事業所：東京都昭島市）
三菱プレシジョン
（鎌倉工場：神奈川県鎌倉市）
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）

三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古屋市）
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古屋市）
三菱スペース・ソフトウェア
（茨城県つくば市）
日本電気誘導光電事業部（府中事業場：東京都府中市）
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
日立製作所デジタルメディア事業部（茨城県ひたちなか市）

固体ロケットブースタ
（SRB-A）

IHIエアロスペース
（富岡事業所：群馬県富岡市、但し推
進薬充填は日本油脂種子島事業所：鹿児島県南種子町）

火工品

IHIエアロスペース富岡事業所（富岡工場：群馬県富岡市）

中国化薬（群馬県多野郡吉井町）
日油技研（埼玉県川越市）

固体補助ロケット
（SSB）

三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古
屋市）

ATKサイアコール
（米）

川崎重工業航空宇宙カンパニー（岐阜工場：岐阜県各務原市） フェアリング開頭ばね
川崎重工業プラント・環境・鉄鋼カンパニー
（播磨工場：兵庫 下部フェアリング放出ばね
県加古郡）
ノーズキャップの成形
ノッチボルト
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古
屋市）
川崎重工業航空宇宙カンパニー（岐阜工場:岐阜県各務原市）

スミハツ
（茨城県真壁郡山和村）
相互発篠（東京都品川区）
日本スピン
（神奈川県横浜市）
メイラ
（岐阜県関市）

分離モータ
電動アクチュエータと制御装置
アクチュエータ駆動用電池
点火用電池
電力分配器
推進薬
前部アダプタ・結合部
圧力センサ

日本油脂（愛知県知多郡武豊町）
神鋼電機伊勢製作所（三重県伊勢市）
日本電池（京都府京都市）
ユアサコーポレーション
（神奈川県小田原市）
富士重工業（栃木県宇都宮市）
日本油脂（鹿児島県熊毛郡南種子町）
日本飛行機（神奈川県横浜市）
三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所
（愛知県小牧市）

ペイロード・インタフェース系
フェアリング・ペイロード搭載アダプタ

衛星分離部

推
進
剤

液体水素

液体酸素

昭和電工
（東京都港区）
／太平洋液化水素
（大分県大分市）
岩谷産業（東京都港区）／岩谷瓦斯（尼崎工場：兵庫県尼
崎市）
年度毎に競争入札
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13．H−ⅡAロケット打上げ関連地上設備の製作分担
主要サブシステム
管制・気象観測・テレメータ・コマンド設備
レーダ設備
観測カメラ・光学系設備
通信施設
時刻設備
光学観測設備の自動追尾系
光学観測設備の駆動制御系とデータ処理系
高速度カメラ
施設保守点検

通信回線
クリスマスダウンレンジ設備
南米ダウンレンジ局設備
スレーブ端末装置
グァムダウンレンジ局設備
地
上 飛行安全管制設備
設

衛星高周波回線設備
備 射場系情報管理システム
発射整備棟などの射点系施設
移動発射台、移動発射台運搬台車などの射点系設備

貯蔵所系設備

発射整備作業用制御監視設備

固体ロケット系設備
液体ロケット系試験設備

衛星フェアリング系試験設備

ＮＥＣ東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
三菱電機（尼崎工場：兵庫県尼崎市）
明星電気（茨城県守谷市）
宇宙技術開発（東京都中野区）
沖電気（静岡工場：静岡県沼津市）
東洋通信機（東京都港区）
浜松ホトニクス
（静岡県浜松市）
日立製作所（東京都千代田区）
ナック
（東京都港区）
ロケットシステム
（種子島事務所鹿児島県熊毛郡南種子町）
東京美化（東京都小笠原村）
コスモテック
（種子島支店：鹿児島県熊毛郡南種子）
宇宙技術開発（東京都中野区）
宇宙通信（東京都品川区）NTT（東京都千代田区）KDDI（東京都新宿区）
三菱商事（東京都千代田区）･米ＶＣＩ社（米）
チリ大学、
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
宇宙技術開発（東京都中野区）
三菱商事（東京都千代田区） 米ＶＣＩ社（米）
宇宙技術開発（東京都中野区）
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
宇宙技術開発（東京都中野区）
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
NEC東芝スペースシステム
（神奈川県横浜市）
宇宙技術開発（東京都中野区）
川崎重工業プラント･環境・鉄鋼カンパニー
（播磨工場、兵庫県加古郡）
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古屋市）
名古屋誘導推進システム製作所（愛知県小牧市）
神戸造船所（兵庫県神戸市）
相模原製作所（神奈川県相模原市）
川崎重工業プラント･環境･鉄鋼カンパニー
（播磨工場、
兵庫県加古郡）
三菱重工業神戸造船所（兵庫県神戸市）
石川島播磨重工業東京エンジニアリングセンター
（東京都江東区）
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所（愛知県名古屋市）
NEC東芝スペースシステム
（横浜事業場、神奈川県横浜市）
日本電気誘導光電事業部（府中事業所、東京都府中市）
第3官庁ソリューション事業部（東京都港区）
明星電気（茨城県守谷市）
IHIエアロスペース富岡事業所（富岡工場、群馬県富岡市）
三菱重工業神戸造船所（兵庫県神戸市）
名古屋誘導推進システム製作所（愛知県小牧市）
石川島播磨重工業航空宇宙事業本部
川崎重工業プラント・環境･鉄鋼カンパニー
（播磨工場、兵庫県加古郡）

種子島宇宙センター大型ロケット射場（H-ⅡA射点）
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14．国際宇宙ステーションの構成（完成時）
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15．日本の実験棟（JEM）「きぼう」
国際宇宙ステーションの仕様
寸 法
重 量
電 力
与圧モジュール

乗 員
軌 道
輸送手段
通信能力

108.5m×88.4m
約453.6トン
総発電電力 110kW
合計容積 1303m3
居住モジュール 2個
実験モジュール 6個
補給モジュール 2式
6〜7名(組立期間中は3名)
円軌道、高度330〜480km、軌道傾斜角51.6度
スペースシャトル
（米国/NASA）
、アリアンⅤ
（欧州/ESA）
、
ソユーズ・プロトン等
（ロシア/RSA）
、H-ⅡA
（NASDA/日本）
追跡・データ中継衛星システム（米国/NASA）その他 ロ
シア、日本のデータ中継衛星システム

「きぼう」日本実験棟主要仕様
船内実験室
形 式
寸 法（m）

空虚重量(t)
搭載ラック数
または
実験装置数
電 力
通信制御
搭乗員
寿 命
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船内保管室

船外ﾊﾟﾚｯﾄ

船外実験
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
箱 形
幅
5.0
高さ 4.0
長さ 5.6
4.1
船外
実験装置
10個

ロボットアーム

親子方式6自由度ｱｰﾑ
フレーム形
円筒形
円筒形
幅
4.9
外径 4.4
外径 4.4
親ｱｰﾑ長さ9.9
高さ 2.2
内径 4.2
内径 4.2
子ｱｰﾑ長さ1.9
長さ 4.2
長さ 4.2
長さ 11.2
1.6
1.2
4.2
15.9
親アーム
船外
船内実験
ﾗｯｸ総数23個
取扱い重量最大
実験装置
ラック
実験ﾗｯｸ
7t
3個
8個
10個を含む
最大24kW 120V直流
32ビット計算機システム、高速データ伝送最大95Mbps
通常2名、時間制限付きで最大4名（居住施設は米国モジュールに依存）
10年以上

16．宇宙ステーション補給機（HTV）
主要緒元
全長
最大直径
打上げ時重量
搭載補給品重量
輸送目標軌道
（宇宙ステーション軌道）

9.2m（混載キャリア形態）
7.4m（与圧キャリア形態）
4.4m
約15t
約7t（ 与圧補給品のみ）
約6t（ 与圧＋非与圧補給品）
高度460km〜350km
軌道傾斜 51.6deg

混載キャリア形態

与圧キャリア形態

HTV
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17．生命科学実験施設（セントリフュージ）

セントリフュージの主要諸元

打上げ時期（予定）
重
量
最大寸法
運用期間
収容能力
備
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考

重力発生装置
（CR）
2007年
約2トン
直径2.5m、奥行1.5,m
10年
生物飼育箱搭載個数：4個
（最大）
発生重力：0.01〜
2.00g（0.01g刻み）

生物科学グローブボックス
（LSG）
2006年
約1トン
縦2m、横1m、奥行2m
10年
生物飼育箱搭載個数：2個
（最大）
作業空間の容積：450ﾘｯﾄﾙ

重力発生装置搭載モジュール
（CAM）
2007年
約10トン
外径4.5m、長さ9m
10年
ラック搭載個数：15ラック
供給電力：6,250W×2
＋, 3,000W×1

18．国際宇宙ステーション組立スケジュール
（1）打上げ済み（1988〜2002）
№

打上げ日
（日本時間）

１

1998. 11. 20

プロトン

２

1998. 12. 4

３

打上げロケット

ISS飛行番号
（注）

主要打上げ要素

1A／R

基本機能モジュール（FGB）／（愛称ザーリャ（日の出））

STS-88

2A

ノード1／（愛称ユニティ（統一））

1999. 5. 27

STS-96

2A．1

補給艤装品

４

2000. 5. 19

STS-101

2A．2a

修理保全

５

2000. 7. 12

プロトン

1R

サービスモジュール（SM）／（愛称ズヴェズダ（星））

６

2008. 8. 7

ソユーズ

1P

プログレス補給船

７

2000. 9. 8

STS-106

2A．2b

補給艤装品

８

2000. 10. 12

STS-92

3A

Z1トラス、PMA−3／（若田MS搭乗）

９

2000. 10. 31

ソユーズ

2R

第1次クルー搭乗（3名常時滞在）／ソユーズTM宇宙船

10

2000. 11. 16

ソユーズ

2P

プログレス補給船

11

2000. 12. 1

STS-97

4A

P6トラス（太陽電池ペドルラジェータ）

12

2001. 2. 8

STS-98

5A

米国実験棟（US. LAB）／（愛称デスティニィ（運命））

13

2001. 2. 26

ソユーズ

3P

プログレス補給船

14

2001. 3. 8

STS-102

5A．1

MPLM（愛称レオナルド）／補給艤装、第2次クルー交代（3名）

15

2001. 4. 20

STS-100

6A

SSRMS、UHFアンテナ／MPLM（愛称ラファエロ）

16

2001. 4. 28

ソユーズ

2S

ソユーズ宇宙船

１7

2001. 5. 21

ソユーズ

4P

プログレス補給船

18

2001. 7. 12

STS-104

7A

エアロック（愛称クエスト）
／高圧ガスタンク4基（フェーズⅠ終了）

19

2001. 8. 11

STS-105

7A．1

MPLM（愛称レオナルド）／第3次クルー交代（3名）

20

2001. 8. 21

ソユーズ

5P

プログレス補給船／（NASDAの実験装置）

21

2001. 9. 15

ソユーズ

4R

ドッキング室1（DC−1）／（愛称ピアース）

22

2001. 10. 21

ソユーズ

3S

ソユーズ宇宙船

23

2001. 11. 27

ソユーズ

6P

プログレス補給船

24

2001. 12. 6

STS-108

UF−1

MPLM（愛称ラファエロ）／第4次クルー交代（3名）

25

2002. 3. 22

ソユーズ

7P

プログレス補給船

26

2002. 4. 9

STS-110

8A

中央（SO）トラス、モバイルトランスポータ（MT）

27

2002. 4. 25

ソユーズ

4S

ソユーズ宇宙船

28

2002. 6. 6

STS-111

UF−2

MPLM（愛称レオナルド）／MBS、第5次クルー交代（3名）

29

2002. 6. 26

ソユーズ

8P

プログレス補給船

30

2002. 6. 26

ソユーズ

9P

プログレス補給船

31

2002. 10. 8

STS-112

9A

右舷（SI）トラス、CETA（EVA用機器移動補助）カート1

32

2002. 10. 30

ソユーズ

5S

ソユーズ宇宙船

33

2002. 11. 24

STS-113

11A

左舷（P1）トラス、CETAカート2、第6次クルー交代（3名）

（注）A：米国のフライト、R：ロシアのフライト、P：プログレス補給船による補給飛行、S：ソユーズ宇宙船の輸送（交換）
のためのフライト、J：日本関連の
フライト、E：ESA関連のフライト、UF：利用フライト、最終更新日：2002年12月5日、フェーズⅠは「シャトル・ミールミッション」のことで1998年6月の第
9回目のSTS-91で終了。STSはスペースシャトル。

第2部

各論

235

（2）今後の打上げ予定（2003〜2008）
［2002年10月NASA発表：2003.2.1のコロンビア号空中爆発事故により今後見直しとなる］
№
（仮）
34

打上げ日
（日本時間）
2003. 3. 1
（以降）

打上げロケット

ISS飛行番号
（注）

利用補給、多目的補給モジュール（ラファエロ）
STS-114

ULF−1

2003. 5. 23

STS-115

12A

36

2003. 7. 24

STS-116

12A．1

37

2003. 10. 2

STS-117

13A

STS-118

13A，1

2003. 11. 13
（以降）

CGM交換、外部貯蔵プラットフォーム（ESP-2）、
第7次クルー交代（野口MS搭乗）

35

38

主要打上げ要素

P3／4トラス 太陽電池パネル
スペースラブシングルカーゴ室
P5トラス、利用補給、第8次クルー交代（3名）
S3／4トラス、太陽電池パネル
スペースラブシングルカーゴ室
P5トラス、利用補給
S6トラス、太陽電池パネル

39

2004. 1.

STS-119

15A

40

2004. 2.

STS-120

10A

41

2004. 7.

STS-□

ULF−2

42

2004. 9.

アリアンⅤ

ATV−1

欧州補給輸送機（ATV）

43

2004. 10.

STS-□

1E

欧州実験棟（COF：コロンバス）

44

2005. 1.

STS-□

UF−3

45

2005. 4.

STS-□

UF−4

第9次クルー交代（3名）
ノード2（米コア部分終了）
MPLM、利用補給
第10次クルー交代（3名）

補給艤装、MPLM
第11次クルー交代（3名）
カナダ多目的マニピュレータ（SPDM）
搭載のスペースラブパレット
延長滞在型オービタパレット

46

2005. 7.

STS-□

UF−5

47

2005. 10.

STS-□

UF−4．1

48

2006. 1.

STS-□

UF−6

49

2006. 3.

STS-□

1J／A

50

2006. 7.

STS-□

1J

51

2006. 10.

STS-□

ULF−3

52

2006. 11.

ソユーズ 注）

53

2007. 1.

STS-□

9A．1

54

2007. 4.

STS-□

UF−7

補給艤装、MPLM
第12次クルー交代（3名）
補給艤装、EXPRESSパレット
ペイロード付S3トラス
補給艤装、MPLM
第13次クルー交代（3名）
「きぼう」船内保管室（ELM−PS）
EXPRESSパレット
「きぼう」船内実験室（JEM）
「きぼう」ロボケットアーム
利用補給、MPLM
第14次クルー交代（3名）
ユニバーサルドッキング室（UBM）

3R

55

2007. 6.

STS-□

2J／A

56

2007. 11.

STS-□

ULF−5

57

2007. 11.

Ｈ−ⅡＡ

HTV−1

58

2008. 1.

STS-□

14A

ロシアMTsM（多目的モジュール）
科学電力プラットフォーム（SPP）
生命科学実験施設（セントリフュージ、CAM）
第15次クルー交代（3名）
「きぼう」船外実験プラットフォーム（EF）
「きぼう」船外パレット（ELM−ES）
利用補給、MPLM
第16次クルー交代（3名）
宇宙ステーション補給機（HTV）技術実証機

注）これ以外のロシアのソユーズ、プロクレス等の打上げ分は含まず（日米欧分のみ）。
STS：スペースシャトル
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キューポラ EXPRESSパレット
延長滞在型オービタパレット

19．再使用型宇宙システム（RLV）
○宇宙往還技術試験機（H-Ⅱ Orbiting Plane-Experimental；略称HOPE-X）と主要な技術
（1）打上げ、軌道投入／離脱、再突入及び進入着陸の
各フェーズを通した有翼往還機のシステム設計技術
（2）打上げ、軌道投入／離脱、再突入及び進入着陸の
各フェーズを通した空力・構造・熱防護・飛行制御
の各要素技術
（3）輸送系の再使用化に関する基本技術
（4）再使用型宇宙輸送システムの運用に関する基本技術
HOPE-Xの仕様
全
全

長 約15m
幅 約9.6m

全
高 約4.8m
全備質量 打上げ時：約14t
再突入時：約11t

○既飛行技術を経てHOPE-Xから将来型への流れ

注）平成11年（1999）末、HOPE-Xの開発は凍結中
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20．宇宙開発事業団の宇宙飛行士一覧

第1期生 3名の選抜結果の記者発表会
左より大沢NASDA理事長、毛利、内藤（当時,現向井）
、
土井の各氏（昭60.8.7 東京赤坂プリンス）

〈第1期生〉
（3名）
昭和60年
8月に選抜

NASDA宇宙飛行士8名の勢揃い（平成4年5月）
後列左より 向井、毛利、野口、土井、若田、
前席左より星出、角野、古川の各氏

毛利 衛（もうり まもる）
1948年1月29日、北海道余市郡余市町生まれ。1985年8月に宇宙開発事業団より「ふわっと」の愛称で知られる第1次材料実験／ス
ペースラブＪのペイロードスペシャリスト
（PS:搭乗科学者）
として向井千秋、土井隆雄とともに選定される。1992年9月に日本人
として初めてスペートル
（エンデバー号）
にPSとして搭乗、アメリカ人クルーと協力して計43にも及ぶ宇宙実験をした。また、
2000年2月に地球観測を目的としたスペースシャトルミッションSTS-99にミッションスペシャリスト（MS:搭乗運用技術者）
とし
て搭乗。精度の高い立体地図を作成するために地形データを取得した。2001年7月より日本科学未来館館長を務め宇宙を含めた
科学技術の教育・普及に貢献しながら、日本実験棟「きぼう」等の開発支援業務も分担中。
向井 千秋（むかい ちあき）
1952年5月6日、群馬県館林市生まれ。1985年8月に宇宙開発事業団より「ふわっと'92」のPSとして毛利衛、土井隆雄とともに選
定される。1994年7月に第2次国際微小重力実験室
（IML-2）
のPSとしてスペースシャトル
（コロンビア号）
に搭乗し、ライフサイ
エンス、材料科学等に関する宇宙実験を実施した。1998年10月に打ち上げられたSTS-95ミッションではNASAのジョン・グレ
ン宇宙飛行士らとともにPSとして搭乗。微小重力環境下での生命科学及び宇宙医学などの分野の実験を実施。その後、STS107ミッションの化学実験の計画とりまとめに参加した。
土井 隆雄（どい たかお）
1954年9月18日、東京都南多摩郡生まれ
（現 町田市）
1985年8月に宇宙開発事業団より「ふわっと'92」のPSとして毛利衛、向井千秋
とともに選定される。1997年11月にSTS-87ミッションにMSとして搭乗。日本人宇宙飛行士として初めて船外活動を実施し、衛
星のマニュアル回収や、ISSの組立に用いる機器や作業手順の検証を行った。現在引き続きNASAにて宇宙飛行士として訓練に
参加するとともに、宇宙飛行士の立場から日本実験棟「きぼう」の開発支援業務に従事中。

〈第2期生〉
（1名）
平成４年
4月に選抜

若田 光一（わかた こういち）
1963年8月1日、埼玉県大宮市
（現 さいたま市）
生まれ。1992年4月に宇宙開発事業団よりMS候補者として選定される。1996年1月、
STS-72ミッションにMSとして搭乗。ロボットアームの操作を担当し、日本の宇宙実験観測フリーフライヤー（SFU）
の回収、
NASA OAST FLYER衛星の放出・回収、船外活動の支援等の任務にあたった。また、2000年10月、STS-92ミッションにMSとし
て搭乗。スペースシャトルのロボットアームの操作を担当し、ISSの組立と船外活動の支援等を実施した。「きぼう」の開発支援
業務に従事しながらISS搭乗へ待機中。

〈第3期生〉
（1名）
平成8年
5月に選抜

野口 聡一（のぐち そういち）
1965年4月15日、神奈川県横浜市生まれ。1996年5月に宇宙開発事業団よりMS候補者として選定される。NASAにて宇宙飛行士
としての訓練に参加するとともに、宇宙飛行士の立場から「きぼう」の開発支援業務に携わる。2003年3月以降打上げ予定のISS
組立ミッションULF-1
（STS-114）
にMSとして搭乗予定。2003年2月1日のSTS-107の事故後、一時中断するも打上げ再開に向けて
訓練中。

〈第4期生〉
（3名）
平成11年
2月に選抜

古川 聡（ふるかわ さとし）
1964年4月4日、神奈川県横浜市生まれ。1999年2月に宇宙開発事業団よりISSに搭乗する日本人宇宙飛行士の候補者として選定され
る。2001年1月に宇宙飛行士として認定され、現在はアドバンスト訓練に参加するとともに「きぼう」の開発支援業務に従事中。
星出 彰彦（ほしで あきひこ）
1968年12月28日、東京都世田谷区生まれ。1999年2月に宇宙開発事業団よりISSに搭乗する日本人宇宙飛行士の候補者として選定さ
れる。2001年1月に宇宙飛行士として認定され、現在はアドバンスト訓練に参加するとともに「きぼう」の開発支援業務に従事中。
角野 直子 (すみの なおこ)
1970年12月27日、千葉県松戸市生まれ。1999年2月に宇宙開発事業団よりISSに搭乗する日本人宇宙飛行士の候補者として選定され
る。2001年9月に宇宙飛行士として認定され、現在はアドバンスト訓練に参加するとともに「きぼう」の開発支援業務に従事中。
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図−1 宇宙産業市場規模の動向
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出所：平成14年度世界の航空宇宙工業（日本航空宇宙工業会）

図−2 主要国の宇宙開発予算
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図−3 宇宙関連事業の売上高の推移
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1
図−4 人員構成の推移
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図−5 設備投資額の推移
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図−6 輸出高の推移
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図−7 輸入高の推移
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1
図−8 研究開発費の推移
242

飛翔体

70.6

8.7

3

95.8

35.3
62.2

10.4
14.7

63.3

44.5

28.2

33.4

23.2
15.0

4.0

41.7
33.3

23.6
18.8

76.0

43.6

20

61.9

81.9
76.6

28.4

15.1

28.3

58.5
62.6

87.0

34.9

94.9

78.1

（単位：億円）

14,000

1,204,865

1,101,287
12,000

その他の付帯サービス
4,873

宇宙環境利用分野
984

1,085,334

944,097
10,000

3,937

437,685

746
384,591

392,805

273,427

322,240

345,998

18,708

15,470

111,752

146,122

791,927
5,371

8,000

764
282,194

169,812
6,000

397,236

放送・通信分野

18,670

地上の関連機器
（民生用）

78,229

ソフトウェア

271,348
4,000
19,597

21,181

102,6,26

104,246

地上施設

2,000
254,079

223,173

273,045

227,991

221,104

平成10年度

平成11年度

飛翔体

0
平成８年度

平成９年度

平成12年度

出所：平成13年度宇宙産業規模の調査（日本航空宇宙工業会）

図−9 宇宙産業の市場規模
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図−10 宇宙開発関係予算の推移
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