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１．はじめに

3

月7日、当社はトルコの国営衛星通信会社「Turksat Satellite Communication, Cable TV and Operation AS」から2機の通信衛星「Turksat-4A」「Turksat-4B」を受注しました。これは2008年のSingTel
社（シンガポール）／中華電信社（台湾）向けの通信衛星「ST-2」に続く受注であり、当社標準衛星
バス「DS2000」を採用する衛星としては10機目となります。この商談においては、関係省庁及び関係機
関から多大なご支援を賜り、受注への強力な後押しとなりました。この場をお借りして御礼申し上げたい
と思います。また、5月21日にアリアン5で打ち上げられた「ST-2」は、その後のクリティカルイベントを無事
に終え、5月27日に静止軌道への投入が完了しました。これによりDS2000の軌道上実績は6機目となり、
当社衛星の高い信頼性を世界にPRできました。
当社宇宙事業の海外展開においてはこのように徐々に成果が表れつつありますが、ここに至るまでに
は苦難の道のりがありました。

２．宇宙事業の海外展開の歴史
1990年のいわゆるスーパー301により、非研究開発衛星（通信・放送、気象観測などの実用衛星）は、公
開、透明、かつ、無差別な国際競争入札にかけることが定められました。当時、先行する欧米メーカを国
際競争入札で打ち破ることは困難であり、事実上、国内メーカは国内の実用衛星市場から締め出される
こととなりました。その環境下、当社はまず欧米衛星メーカへ衛星搭載機器を輸出することで実績を重
ね、この海外展開を足掛かりに衛星システムの受注を狙う段階的な戦略の下で活動を展開しましたが、
しばらくは衛星受注はおろか顧客から提案要請書（RFP）を受領することさえできませんでした。衛星シス
テム、衛星搭載機器の拡販活動を通じて、欧米メーカとの差を直接肌で感じ、高い製品競争力（高信頼
性、短納期、低コスト）とそれを裏付ける一貫生産体制、標準衛星バスによる軌道上実績が必要であるこ
とを痛感した時期でした。
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３．宇宙事業の海外展開に向けた当社の取組み
これらの課題を解決するため、当社は衛星の一貫生産体制の整備と標準衛星バスの確立に乗り出しま
した。
まず高信頼性、短納期、低コストを一層進めるための設備投資として、1999年に当社鎌倉製作所内に
大型衛星生産工場を建設しました。工場内には、宇宙空間の真空状態を模擬する国内最大級のスペー
スチェンバ、衛星打上げ時の音響環境下での機能確認を行う音響試験設備等の設備を一つの建物内に
すべて備え、国内メーカでは唯一となる衛星の設計・製造・試験に亘る全工程を一貫して行う生産体制を
整えました。
また、宇宙航空研究開発機構（JAXA）殿のご指導のもと当社が製造した「こだま（DRTS）」（2002年打
上げ）、及び「きく８号（ETS-Ⅷ）」（2006年打上げ）をベースに社内開発を加え、標準衛星バスDS2000を
開発しました。DS2000は、「ひまわり7 号」「スーパーバードC2 号機」「みちびき（準天頂衛星初号機）」等
の衛星に適用されて着実に軌道上実績を積み重ね、高い品質と信頼性の証明が可能となりました。
加えて、当社ではそれらを顧客のメリットへ繋げていくための活動も行いました。商用通信衛星では、
調達側である衛星通信事業者が事業リスクの担保として衛星の保険を付保しますが、信頼性の高い衛
星であれば料率が低くなり、事業者の投資額を抑制できます。つまり、保険料率が低いことは価格が安
いことと等価となり衛星の競争力につながるわけです。当社では料率を算定する保険会社を衛星生産工
場に招き、衛星の設計思想から運用実績に至るまで紹介し討議することで、現在では世界最高水準（＝
最低料率レベル）の評価を得るに至っています。
さらに一方で、1985年当社と三菱商事を始めとする三菱グループ各社の出資により、宇宙通信（株）を
設立し（注）、20年以上に亘って衛星通信事業に携わりました。このことを通じて、単なる衛星メーカとして
だけでなく、衛星通信オペレータ（顧客）の立場から、信頼度が高く、かつ軌道上で運用しやすい衛星シ
ステムを学び、この経験を衛星の設計にも刷り込んでいった事も当社製品の競争力強化に着実に繋
がっています。
（注）2008年、宇宙通信（株）はスカパーJSATに統合された。

４．海外宇宙事業を取り巻く環境
世界の商用衛星の需要規模は、これま
で年間20～25機で推移しています。向こ
う10年間も同程度と予測されています
が、従来に比べ新興国による衛星需要
の割合が高まることが見込まれ、注目さ
れています。
近年、国家のトップによるセールスな
ど、各国で国家レベルでの衛星拡販の
動 き が 活 発 化 し て い ま す。「Turksat4A/4B」の商談においてはフランスのサ
ルコジ大統領が出馬してきました。また、
中国はナイジェリア、ベネズエラ他、多く
の新興国と資源協力と衛星商談を密接
に関係づける国家外交を展開していま
す。わが国でも2009年に策定された宇宙
▲ Turksat-4A/4B
基本計画で「宇宙外交」の方針が打ち出
されました。その後も「宇宙分野における重点施策について」や「当面の宇宙政策の推進について」等の
政策文書において、宇宙システムのパッケージによる海外展開の推進がうたわれており、これら方針の
下で関係省庁及び関係機関からは海外へのインフラ輸出案件として力強い支援活動を展開いただいて
おり、当社の海外展開の追い風となっています。

５．近年の当社宇宙事業の海外展開状況
3項に述べた取組みにより、2008年には国産衛星バスとしては日本初となる海外向け商用通信衛星
「ST-2」を受注、本年3月には前述の「Turksat-4A/4B」を受注することができました。なかでも「TurksatSpace Japan Review, No. 74, June / July 2011
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4A/4B」は、欧米メーカがしのぎを削る
状況下で大幅にメーカの選定が遅
れ、結果として契約書調印まで1年以
上を要する異例の長期戦となりまし
た。「ST-2」「Turksat-4A/4B」ともに、並
みいる欧米メーカとの厳しい競争に打
ち勝ったものであり、軌道上実績に裏
付けられたDS2000の高い信頼性が国
際的にも評価されたといえます。
ま た、衛 星 搭 載 機 器 事 業 は、欧 米
メーカとの長期供給契約もあり着実に
規模を拡大してきており、当社製機器
が搭載された衛星数は累計で440機
を超えました。主力である太陽電池パ
ネル、リチウムイオンバッテリ、ヒート
パイプパネルは商用衛星向け世界市
▲ ST-2 (©Singtel, CHT, STS Ventures)
場において30％～40％のトップシェア
を確保しているほか、宇宙ステーショ
ン補給機「こうのとり（HTV）」で実証された国際宇宙ステーションへのランデヴ制御技術が高く評価され、
2009年には「近傍接近システム」がNASAの宇宙貨物輸送機Cygnusに採用されるなど、着々と成果が出
始めています。
このように、海外事業は積年の苦労が結実し、当社宇宙事業の柱の一つとして大きな飛躍を遂げてい
ます。

６．政府への期待
以上述べてきたとおり、民間として事業拡大のための努力を続けていますが、さらなる輸出拡大には政
府からの支援が欠かせません。具体的には次の2点につき政府の支援を期待したいと考えています。
一つは、各商談における支援です。新興国向けの商談では、衛星調達だけでなく、将来の自国での衛
星生産を見据えた技術協力、自国産業育成、及び試験の共同実施等のキャパシティ・ビルディングも含
めたパッケージ提案を各国に求めています。これらの要求はメーカ単独では実現が難しいことから、関
係省庁及び関係機関の一層のご支援をお願いしたいと思います。
もう一つは、製品競争力強化に向けた政府予算の拡充です。欧米メーカに伍する競争力を確保しつ
つ、さらに凌駕していくためには、弛まない開発継続が必須です。民間側も自社投資による技術開発は
継続しますが、それに加え国側でも継続的な研究開発の推進、及び技術試験衛星の開発などによるシ
ステムとしての軌道上実証の機会創出をお願いしたいと思います。

７．今後の取組み
当社は、新興国の需要の高まりを見込み、それらをターゲットとした拡販を進めるとともに、DS2000の対
応レンジを拡大することで幅広い顧客のニーズに対応できる衛星を揃え、海外事業規模として現状の1
機/年の受注から2機/年の受注を実現したいと考えています。
また、先般広報発表しましたとおり、鎌倉製作所の人工衛星生産棟を増築し、衛星の並行生産能力を
現状の4機から8機へと倍増させる計画です。これにより当社宇宙事業全体では2020年には現状から倍
増となる1,500億円への規模拡大を図り、世界の衛星メーカとして認知度を高めていきたいと考えていま
す。■
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総力特集 1
米国における無人航空機開発の現状と展望
Current State of UAV R&D and Deployment in the USA

西 祐一郎
日本成層圏通信株式会社
1. はじめに
米国における無人航空機システム（UAV）開発は特にこの１０年間、勢いを増してきている。そ
の原動力となっているのは、米軍による積極的な投資である。一方、１９９０年頃から続いてきた
要素技術研究および民間による商業事業用システム開発のペースは資金難から鈍化してい
る。米国航空宇宙局（NASA）による開発も、主として軍用システムを転用したプラットフォームに
おいて展開している。
2. マイクロUAV
機体の大きさが15cm以下のUAVはマイクロUAVあるいはMAVとして分類されており、主に軍
事用偵察システムとして屋内での運用を目的に実用化に向けて開発が進んでいる。この分野を
リードするのは主にDARPAからの助成を受けた大学研究機関である。DARPAは、システム
が"バイオミミクリー"、すなわち、自然生物
を模倣することにより、あたかも鳥や昆虫の
ように目標物に接近出来ることを求めてい
る。MAV実現のために不可欠なキーテクノ
ロジーは、GPS位置情報を受信出来ない室
内環境においても正確に移動することが可
能になるような制御ロジックである。これは、
まだ完全には実証されていない高いレベル
の人工知能を必要とする。多くのグループ
がこれらのデバイスに取り組んでいるが、
「Hummingbird」システムの開発に携わって
いるAeroVironment社がこの分野における
業界リーダーとしての地位を保持している。
実用システム完成にはさらに十年程度の期
間が必要とされているが、DARPAの研究予
算規模としては比較的小さいことも幸いし
て、今後も継続した研究が続けられることが
見込まれている。
▲ Nano Air Vehicle /Credit: AeroVironment, Inc.
3. 小型UAVおよび歩兵携帯型システム
MAVよりも大型で、特に兵士が携帯して運用するサイズの無人航空機システムを小型UAVと
分類する。主に小型無人偵察機が地上パトロールに従事する兵士による探索/捜査ミッションで
広く活用されている。数多くの企業がこれまで多種多様のシステムを開発してきたが、ラジコン
模型飛行機との類似性から、市場はかなり混乱している。軍用システムとして正式採用された
にもかかわらず、しばしば数年後に運用打ち切りとなる製品も多い。その理由として、エンジン
やモーターが模型飛行機や軽量スポーツ航空機用の民生品から派生したことによる低信頼性
やパワー不足が指摘されている。その中で、ボーイング社傘下のInsitu社製の「ScanEagle」は飛
行速度および搭載重量においての評価が比較的高い。ただこのシステムも特殊な着陸システ
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ムや捕獲ネットを必要とすることが問題点とし
て指摘されている。小型UAV開発は既に２０
年以上が経過しているが、1kW出力以上の内
燃機関エンジンの搭載は未だ実用化されてい
ない。
現在、小型UAV市場で支配的地位を占め
て い る の は AeroVironment 社 の「Wasp」、
「Raven」お よ び「Puma（旧 Pointer）」で あ る。そ
れぞれ、充電池を電源とする小型電気モー
ターで駆動している。米軍が積極的に調達し
ているこれらの機体において特筆すべきは、
ごく短期間の訓練後兵士が簡単に飛行させる
ことを
▲ Raven /Credit: AeroVironment, Inc.
可能と
した多機能自動航行システム（オートパイロット）である。
このクラスのUAVの完成度はかなり高まってきており、
今後の研究開発の方向性は機体性能の向上よりも、よ
り 小 型 高 性 能 の 搭 載 機 器 へ と 移 っ て き て い る。
AeroVironment社製航空機は軍用スペックで開発およ
び原価設定がされているため、民間の研究機関や消防
防災機関には手が届きにくくなっているが、競合他社の
追随を許していないという点で、同社の電気モーター型
システムは市場を席巻している。そのため、炭化水素燃
料型の小型UAVは48時間以上の航行システムや、より
▲ Puma AE /Credit: AeroVironment, Inc
搭載重量の大きい機体向けへとシフトしている。

表１. 小型UAVおよび歩兵携帯型システム
名称

Wasp-III
RQ-11
Raven
Puma
(formerly
Pointer)

ScanEagle

製造社

顧客

価格

初飛行
(予定)

翼長

AeroVironment

US Army

$49k

2007

AeroVironment

US Army,
Marines

AeroVironment

Boeing / Insitu

$35k

US Army

US Navy

2001

2001

2002

航行性能

製造数

0.7m

1hr, 5km range,
3km altitude

数百

10km
3km

1.4m

0.25kg

1.5hrs,
range,
altitude

15km
3km

0.5kg

2-4hrs,
range,
altitude

0.9kg

24hrs, 3500km
range,
6km
altitude

2.6m

3.1m

搭載重量

~10,000

数百

~1000

4. 中高度偵察/攻撃プラットフォーム
これは、General Atomics社製「Predator」シリーズによって開拓されたUAVカテゴリーである。
Predator開発の成功の背景には、その開発プロセスを簡素化したことにあると評価されている。
典型的なシンプルな機体に商用エンジンを搭載し、それを熟練したパイロットが無線を使って遠
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▲ Ikhana /Credit: NASA

隔操作する、というデザイン思想である。その後、当初の成功の上に、より長時間、より高高度
で 飛 行 す る た め の 機 能、そ し て さ ら に 除 氷 装 置 や 兵 器 搭 載 機 構 を 付 加 し て い っ た。
NASAドライデン飛行研究センターでは、地球科学ミッションおよびUAVによる他機視認および
回避（see-and-avoid）実験のために数機のPredatorを運航してきた。同研究センターが現在所有
している機体は「Ikhana」と呼称される Predator-Bだが、これは米空軍が運航しているMQ-9シス
テムと同等の機体および地上制御装置パッケージである。
現在、Predatorシリーズは有人戦闘機の代替システムとしても採用されはじめた。また、米空
軍はMQ−XとしてPredatorをさらに進化させることに着手しており、目標搭載重量を2300kg、多
天候耐久性、飛行速度および滞空時間をそれぞれ２倍など、作戦性能の大幅な向上を目指し
ている。UAV市場において向こう５年間で最大の調達規模が予想されており、長期的な契約額
は数十億ドルに達すると期待されている。
中 高 度 UAV カ テ ゴ リ ー で 現 在 試 験 運 用 が 待 た れ て い る 機 体 の 一 つ が、Aurora Flight
Sciences社の「Orion」である。Aurora社はこれまで小型の高高度無人航空機システムの開発に
携わってきたが、近年Boeing社と提携し、水素燃料で飛行する高高度長時間プラットフォーム
（HALE: High Altitude Long Endurance）の試作をAeroVironment社の「Global Observer」機に対
抗して始めた。現在、Boeing社とは袂を分かったが、米空軍航空研究所（AFFRL）からの要請を
受けて、中高度長時間航行システムとして、高度6000mで450kgを搭載し５日間飛行出来る機体
を 準 備 し て い る。搭 載 が 予 定 さ れ て い る 機 器 は、空 軍 が DARPA と 共 同 開 発 し た「Gorgon
Stare」。このシステムは一都市単位の広範囲を赤外線センサーで偵察するシステム。今年度の
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試験飛行を目指して現在米議会で予算折衝が進められている。
一方、飛行船を活用してOrionに対抗を試みるのが、Northrop Grumman社によるLEMV
（Long-Endurance Multi-Intelligence Vehicle）である。Orionは胴体部分からも揚力が得られよう
設計されたハイブリッド型飛行体で、米陸軍が開発予算5.17億ドルを提供している。類似するプ
ログラムとしては、TCOM社が純粋型飛行船の「Blue Devil」の開発に米空軍からの資金援助
2.11億ドルを得て着手している。LEMVおよびBlue Devilの推力システムおよび燃料については
明らかになっていないが、太陽電池システムの採用は見送られそうである。搭載燃料について
は、Blue Devilが７日分、そしてLEMVが２１日分と想定されており、初回飛行はBlue Devilが２０
１１年中、そしてLEMVが２０１２年初頭とされている。

表2. 中高度偵察/攻撃プラットフォーム
名称

製造社

顧客

価格

初飛行
(予定)

翼長

搭載重量

航行性能

製造数

1994

15m

~500kg

24hrs, 3700km range,
7.6km altitude

~360
~60

MQ-1 Predator General
(Predator-A)
Atomics

US Air Force,
Army
$5M each

MQ-9 Reaper
(Predator-B)

General
Atomics

US Air Force

$11M
each

2001

20m

1700kg

14hrs, 3700km range,
14km altitude

Orion

Aurora Flight
Sciences

US Army

$100M

(2011)

40m

450kg

120hrs, 24000km
range, 6km altitude

1 in
production

2300kg

in definition phase

future

MQ-X

US Air Force

(2015)

5. UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle)
UCAVはいわゆる戦闘型無人機の総称で、ステルス性能を有し、多目的攻撃性能および作戦
能力を主眼に設計されている。Boeing社のX-45および Northrop Grumman社のX-47ペガサス
の両プログラムが有名で、過去１０年で約10億ドルがその開発に投入されている。
UCAV開発の今後10年の主要課題は、複数の機体を一つの「母船」（あるいは命令系統）か
ら同時に制御するために必要なデータリンクおよび戦術制御システムの実用化である。UCAV
を編隊として制御運航するため、個々の機体同士の位置および戦術意思パターンの認識など、
今後超えなければハードルは高く、実戦投入に向けてはさらに長期の開発期間が想定される。

6. 高高度長時間偵察/通信中継プラットフォーム
HALE UAVとも分類されるこのカテゴリーは、1990年代から人工衛星を補完する通信およびリ
モートセンシングプラットフォームとして、主に飛行船による実現を目指して開発が続けられた。
飛行船の可能性は現在も模索されているが、主な開発投資は固定翼型の航空機開発にシフト
している。
高高度型無人航空機として早くから開発されたのがNorthrop Grumman社製のGlobal Hawk
（RQ-4）である。Lockheed U2スパイ偵察機の無人代替機として高度20kmで連続48時間の偵察
飛行を目標として開発された。現在、高度18kmで32時間の連続運航が実現している。１６年前
の開発開始以降、事故等で本格的な実戦配備が遅れたが、RQ-4Bモデルから量産体制に入る
予定である。また海外へ輸出に関しては、ドイツ向け「EuroHawk」および韓国向けの機体が製
作され、日本でもRQ-4B三機の導入が検討されている。また、NASAのドライデン飛行研究セン
ターでは昨年３機の科学技術研究仕様のGlobal Hawkを配備した。その他の民生利用は現在
確認されていない。
一方、通信中継プラットフォームとしての機能をフィーチャーした液体水素を燃料とする機体
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▲ Global Hawk /Credit: NASA

として開発中なのが、Boeing社の「Phantom Eye」とAeroVironment社の「Global Observer」であ
る。
Phantom Eyeは翼長45mで、滞空高度20kmで4日間、200kgのペイロードを搭載した飛行を目
指している。初飛行の予定は2011年中の見込みである。
Global Observerは翼長53mで、滞空高度20kmで５日間、あるいは高度17kmで７日間、180kg
のペイロードを搭載した飛行に向け、現在低高度での試験飛行を米国カリフォルニア州エドワー
ズ空軍基地内で進めている。（プロトタイプは２機製造され、この春１号機が高高度試験中は破
損してしまったため、現在２号機による継続運用が進んでいる。）
Phantom EyeおよびGlobal Observer双方とも来年および再来年に向け、必要な仕様変更を経
て、量産化を目指すと考えられる。しかし、両機の性能に類似性が高いため、米軍による採用
はどちらか一方に限定される可能性が高い。また、顧客となる米軍が５〜７日間の滞空性能で
は満足しない場合も想定して、10〜14日間の飛行が可能なより大型モデルの設計も現在両社
で進行している。いずれにしても、双方、国際的な配備/展開に向けて液体水素の安定かつ安価
な供給の確保が不可欠であり、機体性能のみならず燃料確保の視点から、場合によっては、両
機体の推進システムの炭化水素
への変更もあり得る。
以上のように、液体燃料による
長時間飛行の実現が進むなか、太
陽電池によるプロペラへの電気供
給を行う機体開発も続いている。
例 え ば、DARPA は Boeing 社 の
「Vulture」シ ス テ ム の 開 発 に 8900
万ドルを投入し、５年間の連続飛
行が可能なプラットフォームの実現
を模索し続けている。現在Vulture
は第２フェーズに入ろうとしており、
2013年までに翼長130m、冬期でも
最低３ヶ月の飛行が可能なデモン
ストレーターの実現が試みられて
▲ Global Observer /Credit: USAF via AeroVironment, Inc.
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いる。同プロジェクトとの関
連でボーイング社は英国
の軍事関連会社Qinetiqを
支援する形で、アリゾナ州
ユマにおいて、ソーラープ
レーン「Zephyr」による高度
18km 〜 21km で の 14 日 間
連続飛行を成功させてい
る。
▲ Zephyr /Credit: QinetiQ

表3. 固定翼型高高度長時間偵察/通信中継プラットフォーム
名称

製造社

RQ-4B
Global Hawk

Northrop
Grumman

Phantom Eye

Boeing

初飛行
(予定)

顧客

価格

翼長

US Air
Force

$70M
each

1998

40m

company
funded

?

(2011)

46m

搭載重量

航行性能

製造数

1360kg

32hrs, 16000km
range, 18.3km
altitude

~20

200kg

4 days at 19.8km
altitude

1 in
production

2

multi-agency
funding

$120M

2010

53m

180kg

5 days at 19.8km,
7 days at 16.7km
altitude

Boeing

DARPA
Vulture

$89M

(2013)

132m

-

90days at 18.3km
altitude

1 in
production

Qinetiq

DARPA /
British MOD

?

2006

22.5m

2.5kg

14days at 21.3km
altitude

1

Global
Observer

AeroVironment

SolarEagle
demonstrator

Zephyr

表4. 飛行船型高高度長時間偵察/通信中継プラットフォーム
名称

製造社

顧客

価格

初飛行
(予定)

翼長

搭載重
量

航行性能

製造数

LEMV

Northrop
Grumman

US Army

$517M

(2012)

110m

1100kg

21 days at 6.7km
altitude

1 in
production

Blue
Devil

TCOM LP

US Air
Force

$211M

(2011)

110m

1100kg

7 days at 6.4km
altitude

1 in
production

7. 無人航空機用垂直離着陸システム
UAVに垂直離着陸システムを採用したデザインは、これまで、前線に展開する兵士への自動補
給メカニズムの一環として構想されてきた。実際には遠隔操作で飛行するヘリコプターを改良し
た形態が典型的である。Bell社の「Eagle Eye」やBoeing社の「A-160 Hummingbird」など既に飛
行実験が進んでいる機体がいくつかあり、比較的低いレベルの研究予算規模であるため、
MAV同様、今後も引き続き開発が継続されると考えられる。
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表5. 飛行船型高高度長時間偵察/通信中継プラットフォーム
名称

製造社

顧客

初飛行

Boeing

DARPA

1998

Bell Helicopter

自社開発

1993

MQ-8 Fire Scout

Northrop
Grumman

US Navy

2000

Fire-X

Northrop
Grumman

自社開発

2010

K-Max

Lockheed / Kaman

自社開発

2010

Sikorsky

自社開発

(2015)

A-160 Hummingbird
Eagle Eye

unmanned Blackhawk

8. おわりに
2011年および2012年は、多くの無人機および飛行船の試験飛行が予定されており、特にHALE
カテゴリーでは、その将来を展望する上で重要な局面を迎える。
１０年前、多くの研究機関および航空機関連会社は、NASAや軍を通じて、潤沢なUAV開発
関連予算を調達し、様々なコンセプト、デザイン、要素技術などを構想し、試作することが出来
た。中には、基礎レベルでの問題が解決される前に配備されたシステムもいくつかあり、実地運
用の経験を通じて改良が進められてきたものも多い。しかし配備後、運用中止を余儀なくされた
UAVプログラムが数あることも事実である。新世紀の航空機システムと讃えられたUAV。現
在、その可能性への過度の期待と乱競争が鎮静化する一方で、これまで一定の実績を示せた
プログラムにはより一層の調達発注、そしてさらなる開発予算が投入されている。その意味で、
UAV界の淘汰と統合、そして事業規模の拡大が並行して進むのがこれから数年間の展望とな
るであろう。■
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SPACE JAPAN CLUB

有人宇宙飛行
ファラマズ・ダヴァリアン
NASA ジェット推進研究所、カリフォルニア工科大学

何

世紀にもわたり人類は、星々へ旅することを夢見てきまし
た。１９世紀、ジュール・ベルヌに代表されるSF作家が、広く
一般の人々に宇宙旅行への興味を抱かせ、1940年代、ロ
ケット開発が進むとその関心はさらに高まります。20世紀初頭、商業
映画が宇宙旅行をテーマに興業収入を上げるようになり、1957年、ス
プートニクが打ち上げられ、すぐ後の1961年、ユーリィ・ガガーリンが
初の有人飛行を成功させると、宇宙飛行に向けた世界の憧れはいや
がうえにも膨らみました。今日においても、遠い宇宙を題材にしたSF
作品は、映画でも本でもよく売れています。
多くの人と同じように、私も子供のころから、わくわくした冒険に満ち、
目的を達成するという架空の宇宙旅行を描いた娯楽作品に親しんで
成長しました。たいていの子供たちは、そうしたヒーローを夢見て、大きくなったら自分も宇宙へ行きたい
と願ったりもします。実際そうした子供たちの中から大人になって夢をかなえ、宇宙飛行士となることもあ
りますが、私たちのたいていは、ただ何となく宇宙に憧れ、人間が他の惑星や太陽系の外へ簡単に行け
る日がなるべく早く来てほしいなどと考えているのではないでしょうか。しかし残念ながら、現実はこのよ
うな素朴な思いとは大きくかけ離れています。実際の遠い宇宙への旅は、簡単でも楽しいものでもありま
せん。この事実により、少なくとも今後数十年に限っては、太陽系内外への探査は、無人ロボットの方が
有人より適していると主張する学識者たちもいます。ロボット探査だと、同じコストを人にではなく調査に
かけられ、より多くの科学的成果があげられるというのです。
私は宇宙分野で仕事をしていますが、有人飛行の専門知識はありません。ただ、太陽系のさらなる先を
調査できるほどロボット技術が進んできていることは知っています。無人探査機は、すでに我々が住む
太陽系の惑星全てに一度は訪れ、火星などへは何度も出かけ、周回、着陸、フライバイ（接近通過）の
ミッションを行っています。遠い土星の月と呼ばれるタイタンにも着陸しています。2015年には探査機
ニューホライズンが、かつて第9惑星と考えらえていた冥王星を訪れます。（現在、天文学では冥王星を
惑星とは見なしません。はるか遠いカイパーベルトの領域で類似した天体群が発見されて以来、準惑星
という分類になっています。）1977年に打ち上げられたボイジャー1号2号は、現在、太陽圏の最も外縁部
であるヘリオシースという領域にいます。ヘリオシースでは、星間ガスの圧力で太陽風の減速が起きる
のですが、現在もその宇宙環境の科学データが２機から地球に送られています。これら多くの事実によ
り、機械による太陽系内外の探査は、その技術力と限りある財源でもって実現可能だということが明らか
でしょう。
人による宇宙探査は話が異なります。莫大な費用をかけて我々は月へ行ったし、また、宇宙ステーション
を作り現在も維持しています。しかし、宇宙に下り立ち数十年たった今でも、地球の重力から人は自由に
なることができません。確かに、数か月に及ぶ無重力体験の実証に成功していますが、ただ、月も国際
宇宙ステーションも重力で地球につながれていることを忘れてはいけません。いまだに火星などの近隣
の惑星へすら有人着陸の計画が立てられていないのです。
数年前、国際宇宙ステーションへ行ったNASAの宇宙飛行士の講演を聞きました。彼が宇宙に滞在して
いた正確な日数は覚えていませんが、おそらく週単位、多くとも月単位の滞在でしょう。彼は宇宙ステー
ションへの旅について話し、人が火星へ行くのに必要なことについて触れました。かれの発言に、少なく
とも私は、はっとさせられました。
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彼の話の核心部分に触れる前に、人が安全に火星まで旅をするのに障害となる主な点についてお話し
したいと思います。今後推進技術が劇的に向上しない限り、火星への往復飛行は２年以上要します。燃
料を節約するため、限られた時間枠でしか出発も帰還もできませんし、その時間枠は地球と火星の相対
位置で決まります。地球の大気と磁気の圏外では、宇宙船は、主に太陽や宇宙線の激しい放射線に曝
されます。放射能は致死物資ですが、その荷電粒子が宇宙船の保護膜から漏れ入ってしまいます。有
害な放射線は、宇宙船内部でかなりの程度弱められますが、それでも長期間にわたる被爆は人体に危
険であり、火星へ向かう宇宙飛行士に永続的な健康障害をもたらす可能性があります。その他、高速度
で移動している隕石や小さな宇宙物体なども、確率としては低いのですが現実に起こりうる危険として挙
げられます。非常に速く動いているそれらと衝突した場合、宇宙船は破損もしくは飛行不能となるほどの
ダメージをうける可能性があります。
中でもとりわけ長期にわたる宇宙飛行において障害となるのは無重力でしょう。乗組員の骨量と筋肉量
が急激に失われてしまいます。先ほどのＮＡＳＡの宇宙飛行士の話に戻りますが、厳しい身体エクササイ
ズを毎日しても、一ヶ月やそこら宇宙ステーションへ行っていただけで、地球に戻ってしばらくは立ち上が
ることもできないそうです。帰還した宇宙飛行士は、日常での生活動作を取り戻すのに数日かかります。
１、２週間宇宙へいっただけでも、しばらくは正常なバランス感覚が取り戻せません。ですから、長期旅行
をして帰還した宇宙飛行士は、カプセルから外へ出るのにも地上スタッフの助けが必要かもしれません。
ここで講演者が質問をしました。「火星へ下り立つとき、誰が手伝ってくれるのでしょう。」なるほど、火星
まで7,8ヶ月かかって到着した宇宙飛行士は、カプセルから外に出ることもできないほど弱っているでしょ
う！人工的に重力環境を作ればこの問題は解消できるという意見が出そうですが、もちろん原理上は正
しいのですが、実用できるほどの技術はありません。着陸時ロボットに手助けさせればよいという意見も
ありますが、いずれにせよ、解決法はまだ実証されていません。
長期にわたる宇宙旅行にとって別の問題は、心理的な影響です。母なる地球から遠く離れ、二年以上も
ほとんど閉じ込められた空間で過ごすことに人間の精神が耐えられるでしょうか。たとえ宇宙飛行士が生
きて地球に戻ったとしても、生物としての健康あるいは心理的健康を、回復不能なまで害してしまう危険
性はあります。火星旅行では、ごく当たり前の電話による地球との交信が、往復遅延が起きてしまい実
用的でありません。地球と火星の相対位置によって片道で3分から22分程の遅延が起きるのです。リア
ルタイムで地球とコンタクト出来ず、ふるさとの星からの離脱感は増幅するでしょう。ついには、もし宇宙
で乗組員の一人が病気にかかったとしたら？あるいは、もしなにか事故でけがでも負ったら？
私個人としては、最終的には人類が安全に火星に着陸し、おそらくなんらかの形でコロニーを形成する
だろうということに疑いを持っていません。しかし、その旅は決して容易でも間近なことでもなく、火星への
宇宙飛行が現実となる前に、多くの技術的、財政的、政治的問題に取り組まなければならないでしょう。
最後に、火星以遠の有人飛行について私の考えをお伝えすると、太陽系のさらに遠い惑星やその衛星、
また他の惑星系への旅は、現時点ではあまりに現実離れしています。少なくとも今後数十年間について
は、娯楽作品のテーマとして取り組んでもらうよう、私はハリウッドに任せようと思っています。■
* この記事の内容は、ダヴァリアン博士の個人的な意見です。

翻訳 高山佳久（SJR編集委員）
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FROM AEROSPACE AMERICA

中国軍事宇宙の大潮流
クレイグ・コヴォールト
有力アナリストによれば、中国は米国の空母を標的とした軍事宇宙プログラムを加速している。中国の開
発、打ち上げの両面での大きな動きは、米国の国防長官の注意をひき、国防総省の計画にも影響を与え
始めた。しかし、米国民、政界、メデイアはこの傾向にほとんど注意を向けておらず、ある人物は「競争相
手なしで一人勝ちの新たな宇宙競争」と呼んで、注意の喚起につとめる。
（翻訳担当：編集特別顧問 植田剛夫）
Copyright ©2011 by the American Institute of Aeronautics and Astronautics. This article was translated with
the permission of Aerospace America. The original article was published in Aerospace America, March 2011,
pp. 32-37, Craig Covault, “China’s Military Space Surge”.

中

国の怒涛のような軍事宇宙プログラムの拡大は、太平洋での米国空母の活動
を牽制しようとするもので、中国の軍事衛星は地球規模でのレーダー、光学画
像偵察、シグナルインテリジェンスの各分野で、既に大量の最新データを取得
している。
2010 年の間に、中国は従来の 2 倍以上となる 12 機の軍事衛星を打ち上げた。2006
年から 2009 年の間の、毎年３機から５機の軍事ミッション打ち上げと比べて見られたい。
2006 年以来、中国は約 30 機の軍用衛星を打ち上げており、2010 年の打ち上げ合計 15
回という数字は中国の新記録で、その年の米国の打ち上げ数に初めて肩を並べた。
米国の殆どの国民およびメデイアの注意は、中国の有人飛行と高度の域に達した月
面プログラムに向いてしまっている。ところが中国の軍事宇宙の大潮流は実のところ、半
数以上の衛星が「羊に見せかけた狼」であるとの正体を見せ始め、太平洋での米海軍
の活動に対して脅威を増しつつある。インドの海軍も懸念を隠していない。

2010 年末ゴビ沙漠 Jiuquan 射場からの最初の、再着火可能 3 段エンジンつきロングマーチ 4C 打ち上げは、米国空母戦闘群を追跡
する海洋偵察コンステレーションである 3 機の同軌道 Yaogan 衛星 9A/B/C の初打ち上げでもあった。

「これは本当に大変なことだ。軍事衛星が速いペースでどんどん打ち上げられている」
と、海軍戦闘学校で中国の宇宙および海軍の専門家であるアンドリュー・エリクソンは言
う。「中国は世界レベルでの軍事宇宙パワーを備えつつある」
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中国の射程 1,500ｋｍ対艦弾道ミサイル(ASBM)DF-21D プログラムのサポートのため
に、少なくとも 3～4 通りの異なった中国軍事衛星システムがネットワーク化されている、
と米国のアナリストは語る。DF-21D は、米海軍の空母戦闘群や、米国と同盟国の軍艦
が、中国と北朝鮮の本土から、現在よりも数百マイルも離れて運用せざるを得ないよう
に強制するよう設計されている。
「中国の ASBM は十分のテストを行っており、実用運用能力に達している」と米海軍太
平洋軍司令官のロバート・ウィラード提督は、最近東京で語った。最近の中国の宇宙作
戦能力は、DF-21D の開発とあいまって、既に太平洋での米軍の将来運用計画に影響
をおよぼしつつある、とロバート・ゲイツ国防長官も語っている。
ゲイツ長官は最近のデューク大学での講演で、「他国（特に中国）がミサイルと宇宙の
能力をもって、我々の空母を攻撃する能力を持つ海域で、我々はどのように空母を運用
すればよいのか、皆で真剣に考えねばならない」と述べた。「空母を過去と違うやり方で、
将来運用するにはどうすればよいのか」と彼は問題を提起した。
宇宙の領分
基本仕様の DF-21 二段固体燃料弾道ミサイルは、中国の衛星攻撃ミサイルの開発にも
使われうる、と述べるアナリストもいる。2009 年の下院公聴会での、国家情報局前長官
のデニス・ブレア提督の証言によれば、コマンド・コントロール・センサシステムへの妨害
と通信衛星へのジャミングは、北京政府の最高度の軍事優先項目となっているとのこと
だ。
中国は引き続き、他国の重要宇宙システムを無力にし、破壊する能力を開発するため
の長期プログラムを実行している。衛星破壊兵器を含む、宇宙システムへの敵対システ
ムも、国の最高度の軍事優先項目に入っている。

DF-21 ミサイルの可搬型バージョンは、空母攻撃用弾道ミサイルである固定型 DF-21D として試験が実施され、従来よりも中国本土
からの距離が数百マイルも遠い位置の米国空母を追跡し狙うために、複数の中国軍事衛星と組み合わせた運用がされる。

中国の軍事宇宙プログラムについての詳細解析が、ハーヴァード大学のエリクソンに
よって行われ、彼は “Great Power Aerospace Development, China’s Quest for the
Highest High Ground” というタイトルの著書を完成しようとしている。
かつてグラマン社にて、アポロ月着陸モジュールの開発リーダだったジョー・ギャビン
の孫であるエリクソンも、アナポリスの米国海軍研究所の所報に、中国の拡大する軍事
宇宙プログラムの詳細な絵を描いてくれた。「宇宙ベースセンサネットワークの発展によ
り、中国海軍やその他の機関が目標を狙う能力を格段に向上させることは間違いない」
とエリクソンは語る。これによって中国はさらに、グアムや日本など太平洋の重要基地を
ベースとする米国の航空機や艦船の識別や通信傍受を行う、新たな能力を身につけつ
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つあるのだ。
一人勝ちの競争
中国は軍事衛星の打ち上げとネットワーク化作戦を、かくも急速に展開しているので、ネ
ブラスカ州オファット空軍基地の米国戦略部隊（STRATCOM：米国の軍事宇宙活動全
般と、その戦略的抑止対象に目を配る任務を持つ）の専門家はこれを、「競争相手なし
で一人勝ちの新しい宇宙競争」と称する。関係筋によれば、これは米国の宇宙軍事能力
を批判するものではなく、メデイアや政界の注意がいかに中国の軍事宇宙の潮流に向
けられていないかを指摘する、米空軍関係者によるコメントである。
「中国の軍事宇宙プログラムは急速な動きをみせており、非常に深刻な事態と受け止
められねばならない」とエリクソンは述べる。
Yaogan 衛星は中国の軍事宇宙活動の中核をなすものだが、この名称は、少なくとも 4
通りの軍用の設計があることを秘しておくためのカモフラージュでもある。1 番目は電子・
光学デイジタル撮像カメラを持った衛星、2 番目は合成開口レーダで撮像する全く違った
衛星、3 番目は電子信号妨害衛星、4 番目が電子盗聴衛星である。5 番目のバージョン
は衛星の編隊飛行を行わせ、海洋偵察センサを搭載するものである。
エリクソンによれば、2006 年以後に打ち上げられた 13 機の衛星は、軍事宇宙作戦に
用いられ、殆どが生存して運用状態にある。Yaogan 1 だけが寿命が切れた。この中国最
初の画像レーダ衛星は、2010 年 2 月に 4 年間の運用後、軌道上で爆破された。デイジタ
ル画像 Yaogan 衛星が 4 機と、画像レーダ衛星が 4 機既に打ち上げられている。
「私は今までに、これほど急ピッチの連続打ち上げを見たことはないし、明らかに軍事
ミッションであるのに、公式には穀物収穫モニタなど非軍事アプリケーションの仮面をか
ぶっていることでも注目すべきだ」とエリクソンは述べた。
アナリストは、人民解放軍のどの部隊が、巨額の費用を要する多ミッション軍事衛星
の開発と打ち上げ、さらに衛星の日常の運用を担当しているのかについて関心を持って
いる。あるアナリストによれば、この新しい軍事宇宙資産の管制をめぐって軍部内で抗
争が起こっており、多分仕切っているのは人民解放軍の空軍だという。明らかに人民解
放軍内部で、軍事宇宙能力をめぐっての大きな権力争いがあるように思えるとのことだ。
大半の Yaogan 衛星は高度 640ｋｍ、傾斜角 98.8°の軌道を飛行し、この高傾斜角軌
道は、南から北へ飛行する地上軌跡を含む。この軌道は、地球が極軌道の衛星地上軌
跡のもとで東から西へ飛行するにつれ、衛星が地球上の全地点を通過するため、米ソ
冷戦時代から使われているものである。
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2010 年代半ばまでに中国は、月面へ降下して、小型ソーラーアレイを持つが定期的に充電のために親機に結合に戻る試作の月面
探査車を搭載した、小型原子核電源着陸船を打ち上げる計画である。このようなミッションは他国に対し、中国のハイテク面でのリー
ダーシップを誇示する狙いがある。

量と質
エリクソンによれば、中国は電子光学、レーダの両画像分野で、非常に高分解能の先進
技術力を有しているようだ。「精密兵器での攻撃をサポートするために必要な宇宙情報、
監視、偵察技術のさらなる開発こそが、彼らがまさに持とうとしている能力につながるの
だ」
中国・ブラジル地球資源衛星（CBERS）プログラムのもとで開発された 2 機の大型衛星
も、軍事、民生の両方で多様な画像情報を提供する。2 機の衛星は既に運用中、3 機目
が計画中であり、どの衛星も高性能カメラほか種々の画像スキャナを備えている。エリク
ソンによれば中国は、Yaogan, CBERS,その他いくつもの小型衛星を合わせて、全体で約
15 機の偵察関連画像衛星を保有している。彼によれば、中国は現在までに 40 機もの小
型衛星（500ｋｇまたはそれ以下）を打ち上げているという。

共軌道の衛星編隊
これらの衛星には、艦船を識別し、位置、速度、航行方向を計算できるように、3 角形と
か梯形をなす共軌道の衛星群として使われているものもある。絶えず更新される位置情
報を得ることは、中国海軍にとって、米国や同盟国の軍艦の運動と意図を察知すること
のできる、きわめて正確な軍事情報である。
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小型のサリュート型有人宇宙船が、科学ミッションだけでなく、中国の軍事宇宙技術の探査のためにも使われるだろう。これは将来さ
らに大型のステーションを目指しており、中国の若者が宇宙関連の仕事を目指すために、数学や科学に興味を持たせるために使わ
れている。

ヴァージニア州アーリントンにあるプロジェクト 24 研究所のリサーチフェローであるイア
ン・イーストンはこれらの共軌道ミッションの研究をしていて、この研究所は中国の安全
保障問題を専門に扱うシンクタンクである。
イーストンは「アジアの眼」なるブログに、2010 年に作られる最初の（そして多分戦術
的に最重要の）共軌道衛星コンステレーションは、3 月に打ち上げられたと書いている。
ひとつのコンステレーションは 3 機の Yaogan レーダおよび盗聴衛星を用いている。
「シリーズで打ち上げられた、以前の光学およびレーダ画像衛星と違って、Yaogan9 の
打ち上げでは、3 機の衛星[A/B/C]が 3 角形をなすように正確に編成された軌道に打ち
上げた。これは中国が ASBM プログラム支援のために、専用の軍事海洋偵察衛星シス
テムを展開したものだろう。宇宙利用の偵察および発射指示能力は、ASBM プログラム
には必須の（そして、以前には開発途中だった）エレメントなのだから」とイーストンは書
いている。
次の共軌道衛星の展開は 2010 年 8 月で、この時中国の Shi Jian-12 衛星が、電子偵
察衛星と疑われている何機かの衛星のひとつである Shi Jian 6F とランデヴーのために、
一連の高度な軌道変換を行った。しかしこのランデヴーは衝突に終わった。これが意図
的なものか事故であったかは別として、中国はこの出来事に一切沈黙を守った。しかし、
古参の中国衛星アナリストである海軍戦闘学校のジョアン・ジョンソン・フリーズは、これ
は ASAT(衛星攻撃兵器)の試験だったとは思われない、と発言している。
「さらに最近のことだが、2010 年 9 月の 3 機の衛星 Yaogan 11 のコンステレーションの
打ち上げと、2010 年 10 月の Shi Jian-6 グループ-04 コンステレーションの打ち上げは、
中国の共軌道衛星のポートフォリオを拡大した」とイーストンは語る。
彼の情報源によれば、Yaogan-11A/B/C は全天候昼夜撮像能力を持ち、空母攻撃群
追跡の任務を果たすことができる。同様に 10 月に打ち上げられた Shi Jian-6 グループは
電子情報収集ミッションであり、おそらく中国の ASBM プログラムの一部であろうという。
イーストンによれば、Li Yandong のような重要人物が共軌道衛星のいくつかにかかわっ
ているとのことだ。
結局、これら中国の共軌道プログラムは、彼らは隠しているが軍事ミッションとして見
た場合、今後国際的に宇宙、海洋双方におけるセキュリテイ上の厄介な面を持つだろう、
と彼は指摘する。
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海洋観測
以上述べた偵察と目標補足ミッションに加えて、中国は軍事的に重要な沿岸と海洋を観
測する海洋観測衛星にも精力的に乗り出してきている。
今後 10 年の間に計画されている衛星の中に、3 セット 15 機の Haiyang 衛星の追加が
ある。
最初の HY-1 シリーズは光学放射計による海洋の色測定と、中分解能光学センサによ
る海面温度測定を行う。エリクソンによれば、HY-1C-J と呼ばれる合計 8 機の衛星が
2010 年から 2019 年の間に、2 機づつペアで 3 年ごとに打ち上げられるとのことだ。その
あとの HY-2 シリーズは、海表面の波形、波高，温度を計測するために Ku/C の２周波数
のレーダ高度計、3 周波数の放射計、Ku バンドスキャンレーダ散乱計、それにマイクロ
波画像センサを持つこととなろう。

Hope 1 通信中継衛星は画像センサも搭載している。このような衛星は中国軍事宇宙プログラムのキーエレメントとなりつつある。

エリック・ハークトとマチュー・ダーニンによる「中国の対艦ミサイル：開発と未完成部
分」での解析によれば、3 機の衛星が 2012，2017, 2022 年に打ち上げられるだろうとして
いる。また、台湾海軍の発表した解析によれば、Haiyang 衛星は海洋監視システムの一
部であり、太平洋の潜在的戦闘海域に関する PRC の軍事知識を強めたものである。
海洋観測に関しては、8 機の衛星からなる Huanjing 災害・環境監視コンステレーション
があり、可視、赤外、マルチスペクトラル、合成開口レーダの画像能力を持つと想定され
る。シリーズの最初の 2 機 Huanjing-1A および 1B は、分解能 30ｍ、リアルタイムでそれ
ぞれマルチおよびハイパースペクトラル画像を取得するものとみられる。
小型サイズながら大きな成果
イーストンによれば、中国は比較的小型ながら高分解能の光学および画像レーダ衛星
のコンステレーションと、電子情報収集衛星コンステレーションに特に力を入れている。
エリクソンはさらに、インテリジェンス情報取得用の中国の軍用小型衛星および超小型
衛星についての詳細調査も実施している。
「特に興味をひくのは、共通バスや標準プラットフォームの種々の小型衛星設計を使う
ことにより、中国は、高級で重い衛星技術を開発する必要がなく、部品・コンポーネントを
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単に集計したものよりも、大きな軍事宇宙の能力を手にできそうなことだ」とエリクソンは
いう。「個々に設計された大型衛星を使う米国の軍事宇宙プログラムとは全く違うやり方
だが、この方が彼らの目的に極めて効果的に適合するのかもしれない。」
中国は、コスト対性能の点で、最大効率のやり方を発見したのかもしれない。将来を
予測すると、もし彼等が引き続き、開発ずみながら最先端技術で最新化された安価な衛
星を開発し、成功し続けることができるなら、彼等は米国の持ち合わせない、モジュール
化され、能力が高く、適合性に富み、補充の容易な、有力な軍事衛星技術の核を持つこ
とになるかもしれない、とエリクソンは懸念する。
「この戦略によって中国は、部分部分の総和よりもどんどん大きくなる何物かを持つこ
とができるかもしれない」とエリクソンはさらに言う。彼は中国の専門家達が殆ど常に超
小型衛星技術を 21 世紀の軍事技術開発に必須のものとみてきたことも指摘している。
中国のある有力航空宇宙雑誌の論調によれば、偵察、観測、調査および分類、通信
その他の衛星システム開発に成功することにより、ハイテク戦闘において広汎かつ正確、
タイムリーな戦略・戦術情報を得ることができるとしている。
「超小型衛星は将来の情報戦争において必須の役割を持つ」との主張もあり、これは
中国の防衛産業界に広く行われる見方を反映している。
中国の防衛アナリストは、「宇宙を支配することが現代の戦争に勝つためのキー」であ
るとして、宇宙活動に参入し、宇宙を利用し、宇宙を支配するための、より優れた方法の
開発に集中すべきとしている。
彼等は既に、国家の軍事通信の大幅な改良には、純国産の衛星開発が必須だと主
張する。エリクソンは「中国の研究者は、いかにして他国の衛星を攻撃するかだけでなく、
いかにして自国の衛星を守るかまで研究している」と指摘した。
彼によれば、Shijiazuang 兵器学校の研究者たちによって衛星防護の詳細研究が行わ
れ、「超小型衛星技術の進歩につれ、小型高エネルギレーザや高出力マイクロ波システ
ムが、衛星の自衛や保護に使われるかもしれない」と予測されているそうだ。

財産防衛
上記の研究はさらに強調する。
「中国での衛星防御の現状をみれば、現時点で我々は衛星防御のシステムレベル設
計を著しく強化せねばならない。“ソフトキル”と“ハード破壊”に対する対抗手段を結合
することにより、システムベースの対抗手段が,いろいろの形で実行できる。我々はあら
ゆる種類の防御技術の開発に精力的に取り組み、低コストで高度の防御技術の予備研
究に着手すべきである」
「一方で我々はまた、他国軍の衛星防御技術の進歩を細心に注視することにより、
我々の対抗手段を彼らの開発に応じて調整し、変更せねばならない」
「すべての戦闘に勝つためには、我々は己を知ると同時に敵を知らねばならぬ」
これらは中国軍内部の論評である。
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航行と通信
衛星航行の分野では、中国の 2007 年当時の Beidou 1 は、緯度、経度のサービスエリア
上限られた能力しか持っていなかった。この改善のために中国は、5 機の静止衛星と 30
機の中高度衛星から成る、35 衛星の Beidou 2/compass 航行衛星システムを展開中であ
る。エリクソンの予測では、全地球カバレージ能力の完成は 2015 年から 2020 年になろう
とのことだ。

中国・ブラジル地球資源衛星プログラム[CBERS]のもとで、中国とブラジルにより共同開発された衛星は、軍事、民間両方の用途の
画像情報を提供する。

中国の軍事衛星通信は、近年 DFH-4 バスの不具合によって制約を受けてきた。しか
し全体としては、他のいくつかの静止軌道衛星の設計によって、中国は信頼度の高い暗
号通信を利用できる状況にある。信頼すべき筋によれば、中国の最新鋭の軍事通信衛
星シリーズは Feng Hu0-1(FH-1)衛星で、これはＣバンドと UHF 通信系をもつ、国の最初
の宇宙ベース通信プラットフォームである。
最初に打ち上げられたのは 2,000 年で、これは中国の最初の C4I(Command, Control,
Communications, Computer, and Intelligence)システムである Qu Dian C4I システム用の
何機かの軍事通信衛星の初号機となった。
この新しいシステムは、人民解放軍地上軍の増加に対応し、支援する新たな能力を軍
に与えるものである。人民解放軍は、この新しい戦術情報システムが、米国の統合戦術
情報分配システム（JTIDS）に匹敵するものだと公表している。
システムの展開が完了した暁には、戦域司令官は Qu Dian システムを用いて統合中
国軍のすべての部隊と通信でき、部隊と共通のデータを持つことができるようになる。
中国は 2010 年 11 月に、Xichang 基地からより小型の軍需通信衛星を打ち上げた。長
征 3A によって打ち上げられた Zhongxing-20A 軍事通信衛星がそれである。12 月中旬
には新たな航行衛星の打ち上げが続いたが、これはこの年の最終打ち上げであり、軍
用としては 12 番目の打ち上げであった。
中国が現存の 3 カ所の発射基地から高い頻度で打ち上げている一方で、Hainan 島の
巨大な Wenchang 衛星打ち上げセンターでは、2013 年完成を目指して、膨大な数の人々
が新射場建設に従事している。この射場からは、米国のデルタ IV に近い設計の、酸素/
水素推進の新型ロケット長征 5 型を打ち上げの予定である。■
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Discussion
Web 2.0 後のインターネットと
我が国で IT ベンチャーが育たない理由を探る
JFSC 特別顧問

飯田尚志

Web 2.0 の考え方については，文献[1]で詳しく記述されており，その文献を 2006 年 5 月の Space
Japan Review（SJR）編集委員会で紹介し，議論して頂いた後，SJR の Space Japan Opinion 記事とし
てまとめた[2]。Web 2.0 は Google の検索を基本として発展し，Tim O'Reilly が名付けたものであっ
た。
Web 2.0 の後はどうなるのか考えるのは当然の成り行きであるが，post Web 2.0 は Web 3.0 となる
のか，どのようなものなのかは興味があった。Web 3.0 はどのようなものかについて 2008 年末の日本
経済新聞の記事によれば，今後の鍵を握るものとして４つ：①ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス（SNS）
，②オンラインゲーム，③ウィキと呼ぶネット上の情報共有，④ビデオ，が挙げられた[3]。
また，文献[4]によれば，Web 2.0 の名付け親の Tim O'Reilly 自身が Web3.0 という言葉は好まず，Web
2.0 の後を継ぐ新しい技術動向という意味では３つの流れ：①センサー技術の発達によるネット端末
のインテリジェント化，②パソコンからモバイルへの流れ，③セマンティックウェブ（単なる言葉の
集合体のウェブから情報の構成要素に意味付けをしてコンピュータが内容を理解できるようになる
こと）を挙げた。
しかし，現在では必ずしもこの４つが全て post Web 2.0 と呼べるものになっているとは言えない
と思われる。むしろ，Facebook の動きが Web 2.0 の次の大きな流れとなっているのではないかと考え
られる。何故なら，Facebook で流れているデータは Web 2.0 の検索に引っかからない closed network
であるからである。この点について最近，書評[5]が引き金となって文献[6]を読んだので，概要につ
いて記述し，併せて標題の後半部分，我が国で IT ベンチャーが育たない理由を探りたい。また，文
献[6]によれば，Google，Apple などの IT ベンチャーの興隆には宇宙開発が重要な役目を果たしたと
いうことなので，JFSC の活動とも関連することを述べたい。
文献[6]に書いてあることは，少し難解ではあるが，概ね以下のことのようである：
 Google，Apple，Facebook，Twitter…，普段何気なく利用しているサービス全てに創設者の特異
な思想や政治性が埋め込まれ，基本となる構想が全く異なるが，次に述べるような一貫性のある
蓄積の基に発展している。
 Apple の創始者の Steven Paul Jobs の Stanford 大学生への言葉："Stay hungry. Stay
foolish."「いつまでも自分が何をすべきかという目的に飢え，いつまでも後先考えずに何
にでも手を出せるくらいバカであれ。」
 Google の創設者 Sergey Brin による「邪悪になるな」という社是。
 Facebook の創設者、Mark Elliot Zuckerberg の構想は、ウェルギリウスの『アエネーイス』
に端を発している。そこに描かれた「永遠のローマ」という単線的な歴史観こそが、Facebook
の成長モデル。
 アメリカ人の心性
 フランス人の政治思想家アレクシ＝シャルル＝アンリ・クレレル・ド・トクヴィル
（Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville）：アメリカ人は，社会集団を自発的に形
成する心性がアメリカ社会にビルトインされている。
 フランスの哲学者ジル・ドゥルーズ（Gilles Deleuze）
（例えば，文献[7]参照）によれば，
 アメリカは多様性と可変性からなる集団
 集団を作り替えていく力学を内部に抱えている
 Counter Culture や Social Network に即している
 ネットワーク科学の２つの側面
 インターネットやコンピュータの特性，複雑系科学との繋がり，サイバネティクスとも問
題意識を共有
 ネットワークの構造，グラフ構造，人間のネットワーク，社会学や人類学，構造主義的人
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類学（レヴィ＝ストロース（Claude Lévi-Strauss）
（例えば，文献[8]参照））との隣接性
影響を与えた２人の思想家
 Stewart Brand：システム論的な発想を重視し，Whole Earth Catalog (WEC)を発行した。
そこでは，サイバネティックスの始祖である Norbert Wiener（例えば，文献[9]参照）
）が
ブランドを突き動かし，持続可能なコミュニティーを切望している人々がソフトテクノロ
ジーによって個人によるパワーの出現を促進した。この whole earth（全球）の視点が技術
開発の想像力，社会変革の想像力を支えてきた。
 Gregory Bateson：世界は生態系として１つであるとし，ウィーナーのサイバネティックス
に触発されて，マン・マシン系においてフィードバックの仕組みがあるものは全て「クレ
アトゥーラ（生あるもの）
」と呼び，フィードバックの中に流れるものを「情報」と呼んだ。
情報とは「差異を生み出す差異」と定義。これは現在のネットワークを介してマン，マシ
ンが繋がっているものと解釈される。
 全球の考え方
 Google の Google Earth や Google Ocean 等のアプリケーション
 Facebook はバーチャルなスペースコロニーを形作っている。
 IT 技術開発の全体性を担保したのは「宇宙開発」という目標であった。
「全球」という視座から
ウェブを眺めれば，基本的構想の違いが見て取りやすくなる。そこで繰り返し問われる「人間と
は何か」という問いこそが，常にウェブ思想の根底をなしてきた。
 宇宙開発という夢が全ての出発点
 PC も Web もこの夢の副産物
 Cloud Computing も
さて，残された課題として我が国で IT ベンチャーが育たない理由であるが，これは何年か前の郵
政記念日式典で自民党の世耕弘成議員が挨拶の中で，何故日本には Google のような IT ベンチャーが
育たないのか考える必要があるという趣旨のことを言及していたことが気になっていたものである。
そのときは，我が国にベンチャーが育たないのは，当時一度失敗すると再起できない制度などが問題
だとされていたので，その解決を目指したものではないかと想像した。しかし，上に述べたことから，
米国においてはジル・ドゥルーズの見解や米国東部の大学におけるウィーナーから受け継いだ IT 技
術の蓄積に基づき，さらにブランドやベイトソンなどの系統だった蓄積があり，その上でシリコンバ
レーの自由闊達な雰囲気の中からネットワーク関連のベンチャーが育ったということで，しかも，こ
のシリコンバレーを創設し，支えるのが，米国の宇宙開発であったということであった。このことか
ら，我が国では系統だった蓄積の欠如に加え，本格的宇宙開発が行われてこなかったことが IT ベン
チャーを育まない理由だと思い当たった次第である。皆様はどう思われますか？
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FLASH REPORT

携帯インフラ早期復旧に真価を発揮した衛星通信
島崎 良仁
ソフトバンクモバイル株式会社
技術統括 モバイル・ソリューション本部
yoshimaz@bb.softbank.co.jp
１． はじめに
2011年3月11日14時46分、東京汐留ビルディングの23階、「ドン」という大きな音と共に、今まで経験し
たことのない大きな揺れが長い間続いた。東日本大震災である。すぐに、震源地の確認、家族への連絡
と普段の地震後とそう変わらず行動したが、そのときはまだこれほどの大震災になるとは夢にも思わな
かった。やがて、尋常じゃない津波のニュース、一方では関東圏内は帰宅難民化と１日は過ぎていった。
翌日、朝の通勤に何時間もかけ、ようやく到着すると、インフラの被害状況が想定を超えるものだと判
明し、これから述べる衛星通信の真価を発揮させるための準備で泊り込みの毎日が始まった。

２． 田園地域への適用
当社は既に2009年にIPSTAR社の衛星通信とフェムトセル基地局（屋内向け）、及びIP基地局（屋外向
け）の接続を開始していた。目的は田園地域での利用である。デジタル・ディバイドという言葉で代表され
る田園地域では携帯インフラに必要なアクセス回線の確保に膨大なコストと時間を要する。一方では、
加入して頂けるユーザが少ないことを鑑みると、携帯基地局設置コストを抑える必要があった。
従来、衛星通信は運用コストが高かったが、当社で強く推進してきたフェムトセル基地局のアーキテク
チャにより、運用コストを抑えることが可能となり、衛星通信の利用がクローズアップされた。
コスト面では問題をクリア出来たが、技術的に携帯インフラに適合出来るかを確認する必要があり、そ
のために当社では、大きく以下の２つの評価（“衛星回線＋フェムトセルのシステム評価”、“衛星回線品
質評価”）を行った。
２－１． 衛星通信＋フェムトセルのシステム評価
システム評価では
・QoS機能実装の評価
・通話品質の評価（PESQ・遅延）
・接続品質の評価
フェムトセル ⇔ マクロセル（シングルホップ）
フェムトセル ⇔ フェムトセル（ダブルホップ）
・フェムト機能（IP Timing同期など）の評価
の４項目を行った。
２－２． 衛星通信品質評価
衛星通信の品質評価では
・衛星通信回線稼働率
・コンターエッジの性能確認
・台風の影響確認
・太陽雑音の影響確認
・降雪の影響確認
の５項目を行った。
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その結果、技術・品質共に実運用に十分に耐えられるという結果が得られ、2010年より商用展開を開始
していた。

３． 携帯インフラ復旧への適用
東日本大震災で被害を受けた基地局は3,786局であり、その内訳は、停電が70%、倒壊や水没が
5%、中継伝送路の切断が10%、その他が15％となった。一時的であれ携帯通信インフラを早期に復旧さ
せるために、当社は衛星通信をアクセス回線として移動基地局、既存局、臨時屋内局、臨時屋外局の４
ソリューションに適用した。

３－１． 移動基地局への適用
被災者の方々は、まず安否確
認が最重要事項であり、１秒でも
早く被災地での通信手段を確保
することが、我々通信事業者の使
命である。
この観点から言えば、衛星通
信回線を搭載した移動基地局が
威力を発揮する。当社では、道路
が寸断された場合でも車重が軽
いため比較的小回りが利くタイプ
（図1-1）と、大容量でアンテナ指
向性があり、大きなエリアを確保
出来るタイプ（図1-2）の２種類を
用意している。衛星アンテナは自
動追尾型を搭載しており、到着し
てから最短で２０分で開局出来
る。

図1-1 移動基地局

図1-2 移動基地局

３－２． 既存局への適用
一方で鉄塔局やビル局などの既存局では、交換局自
体が津波に襲われ、アクセス網が寸断された。津波に
よって基地局自体が流されなかった場合は、急遽衛星ア
ンテナを設置することで早期に復旧を図った（図２）。

３－３． 臨時屋内局
東日本大震災では、岩手県、宮城県に膨大な数の避
難所が開設された。殆どが津波の被害を受けた近くであ
り、基地局自体が流されており、交換局自体も破壊され
ている。しかも、避難所では保守が殆ど不要なものを提
供する必要があることから、フェムトセル基地局を屋内基
地局として採用した。
フェムトセル基地局は、電源を入れたあとは何も手間
が要らない基地局（オートコンフィギュレーション機能）で
ある。また低消費電力であることから、バッテリーも小型
のもので賄える。
図2 既存局への衛星アンテナ適用例
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図３は１システム構成を、図４はフェムトセル基地局の仕様を示す。

図3 システム構成

図4 フェムトセル基地局の仕様

図5 フェムトセルを利用した避難所例

このような小さなサイズのもので、図５のような大きさの避難所をカバー出来る。

３－４． 臨時屋外局
避難所に避難されていた被災者の方々は、日が経つにつれ行動範囲が拡がってくる。その行動範囲
でも安心して行動して頂くために、我々は屋内から屋外へとそのエリアを拡大することにした。臨時屋外
局としては、出力を上げ、アンテナ高を６ｍにした。通常は携帯基地局のアンテナ高が数十ｍ必要なた
め、鉄塔局やビル局として設置することとなるが、避難所は高台に設置されていることが多く、６ｍ程度
のアンテナ高でも十分なセル半径を得ることが出来た（図６）。
また、先に述べた移動基地局で開局した避難所では、開局後は非常に激しいトラヒックが発生する
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が、１日程でトラヒックはある程度収束してく
る。その後は、移動基地局を次の被災地に
移動させるために、この臨時屋外局を設置し
た。このようにして移動基地局は次の避難所
へ移動し、多くの避難所をエリア化するという
連携を行った。

４． むすび
非常時の携帯通信インフラ早期普及の鍵
として、衛星通信を携帯基地局のアクセス回
線に適用した４つのソリューションについて説
明した。
衛星通信は、携帯の通信インフラのアクセ
ス回線として、普段は初期投資コストや運用
コストを抑えることが望ましい田園地域への
適用が出来、非常時には被災地に移動させ
て容易に利用することが出来るという早期の
移動配置可能なことが、今回の大震災によっ
て示された。
二度とこのような大災害が起こらないことを
祈りたいが、早期移動配置可能な通信インフ
ラとして活躍が期待される。■
図6 臨時屋外局（アンテナ高６m）
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FLASH REPORT

東日本大震災でのIPSTARの活動
IPSTAR
田中 靖人

タ

イの国の衛星を管理・運用す
る タ イ コ ム の 100％ 子 会 社
IPSTARは、親会社タイコム社
のブロードバンド衛星Thaicom-4を利用
し、アジア太平洋14カ国で衛星ブロード
バンドサービスを提供している。主な用途
は、ルーラルエリアでの個人・法人向けイ
ンーターネット接続サービス、国・企業・
公的機関向けの専用通信ネットワーク、
そして携帯電話事業者向けの、携帯基地
局用中継回線の提供である。

衛 星 全 体 で 45Gbps( 日 本 向 け に は
3Gbps程度)の大容量を生かした低価格
の衛星通信を商用化しており、2005年8

▲ 大槌町公民館に設置されたIPSTAR地球局

月の打ち上げ以来、約25万台の販売実
績を持つ、アジア・太平洋地域で最も多く使われている双方向性の衛星通信サービスである。日本で
は、2009年4月1日のサービス開始以来、約2500台の販売実績を持つ。主な用途は、離島や山間部に住
む住民のための、ブロードバンドのデジタル・ディバイド解消のためのインターネット接続サービスと、携
帯電話事業者向けの携帯電話基地局用の中継回線サービスである。その他、僻地の事務所での業務
用通信、観測機器向け通信回線としても使われる。このように、日本でのサービス開始以来、最も条件
の厳しいエリアでの通信インフラとしての役目を担い始めたIPSTARは、今回の東日本大震災では非常
時の通信インフラとして一定の役割を果せたと思う。
IPSTARは、古くはタイ・プーケットでの津波被害、今年に入っては、タイ南部の洪水、2月22日に
ニュージーランドで発生した大地震の際も、迅速に通信確保に努めるなど、アジア太平洋地域の災害に
対して常に積極的な支援を実施している。
そうした企業文化・業務経験もあり、今回の震災での当社の動きは早かったのではないかと思う。震
災当日には多くの社員が事務所に宿泊。翌日土曜には、現地入りのための準備、そして2日後の3月13
日(土)の昼には第一陣が被災地入り。水・食料等、積める限りの救援物資とVSATシステム・発電機を緊
急車両登録された車に載せて、仙台を拠点に活動する設置事業者に合流し、今後の対応を協議した。
その後、車で入れる範囲での現地調査を行った。夕方から、避難所となっていた仙台市若林区の六郷
中学校で、停電の中、VSATとパソコン１台を設置し、インターネット利用だけでなく、一般の電話回線と
も通話可能なSkype In/Out、クレジットをセットアップして、日帰りで帰京した。
実際に被災地に足を運んだことで、被害が想像以上に広範に渡っており、またVSAT設置のための、
避難所等の現場責任者との設置調整に時間が取られると判断した同社は、拠点ごとに1台づつVSATを
設置していくより、効率的に被災地の通信網の復旧に貢献できる方法が必要と判断した。そこで考えつ
いたのが、携帯電話基地局向けのバックボーン回線の提供だ。基地局と携帯電話網を結ぶ回線に
IPSTARを利用してもらえば、素早く携帯電話のエリアが回復し、音声と通話とデータ通信の両方の入り
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口を面でカバーでき、より多くの被災者の役
に立てる。被災地でのサービス利用の問い
合わせが殺到する中、NTTドコモ、KDDI、ソ
フトバンク、イーモバイルの携帯電話キャリ
ア4社へのサービス提供、技術支援、通信機
器の提供、アンテナ設置、開通順序を優先
した。5月末までに、基地局向けに500台ほ
どのVSATで数百Mbpsの衛星通信サービス
提供したが、6月に入っても、架設住宅向け
の携帯基地局の増設や、日々増える通信ト
ラフィックへの対応のため、VSAT設置局数・
利用衛星回線は依然増え続けている。

▲ 携帯基地局として用いられたIPSTAR地球局

尚、携帯事業者向けのサービス提供以外
にも、複数の自治体の災害対策本部、慶応義塾大学環境情報学部長の村井純教授が率いるWIDEプ
ロジェクト(震災復興インターネット)、岩手県立大学の研究室、シスコシステムズ、マイクロソフトの社会貢
献活動などにもVSAT機器・衛星回線を寄贈し、微力ではあるが、復興支援に携わっている。また、今
回、衛星通信に携わる者として嬉しかったのは、日頃デジタル・ディバイド対策でIPSTARを利用している
お客様からの声であった。
岩手県宮古市の海岸沿いで漁師とわかめの養殖を営む方は、仕事のため、ご自身で30万円出して
IPSTARを導入していたが、震災発生後、電気供給が復旧し次第、固定・無線問わず、周辺の通信か完
全に遮断されている中、IPSTARを使っていち早く元の生活に戻る活動を起こせたとのことだった。また、
福島県いわき市に住むCGクリエーターのお客様も、仕事のためご自身でIPSTARを導入していたが、震
災発生後、近辺の通信網が完全に断となっている中、IPSTARを使ってブログを更新し、家族・友人に安
否を伝えたとのことであった。宮城県・柴田町の観光物産センターでもIPSTARを導入していたが、震災
発生後、被災者向けの避難所になって数百名の方が暮らしている中、IPSTARが活躍したと聞く。その
他、岩手・宮城のお客様で、通信網の届かない現場での建設工事
用にIPSTARを購入していた方が、地元の災害対策本部や避難所
にボランティアでIPSTARを設置したという話もうかがっている。被
災地では既存のお客様数は少なかったが、お見舞いとして、3月か
ら5月まで３ヶ月の衛星回線利用を免除させて頂いた。
今回の被災地対応でIPSTARが役に立てた大きな背景のひとつ
に、国のデジタル・ディバイド解消施策で衛星通信を利用するた
め、1年前総務省様にVSAT向けの周波数帯域を拡張して頂いたこ
とがある。事前準備、専門委員会・部会での検討、電波監理審議
▲ IPSTAR室内ユニット
会への諮問等、相談を開始してから2年近くの期間を要した規則改
正手続きであった。その際、鈴木龍太郎様等、複数のNICTの方に
も大変お世話になった。結果的に、国のデジタル・ディバイド解消施策では衛星通信はまだそれほど利
用されていないが、その規則改正により、IPSTAR衛星が利用する周波数帯域がVSAT向けにほぼフル
に開けられた。今回の被災地での携帯電話網の早期復旧ではIPSTARはかなり貢献できたと思うが、あ
の広範囲・大規模な災害にも関わらず、1ヶ月程度の期間で携帯電話のエリアが震災前と同程度に復旧
したのは、この規則改正が鍵だったと思う。総務省様をはじめ、関係者の方には、改めて感謝の気持ち
で一杯である。■
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SPACE JAPAN BOOK REVIEW
衛星通信関係者が見た

Reviewer: 編集顧問 植田剛夫
ジョージ・フリードマン著、櫻井祐子訳：“激動予測・影のCIAが明かす
近未来パワーバランス”、早川書房、2011
（原本）George Friedman: “THE NEXT DECADE・Where We’ve been…and
Where We’re Going”, Doubleday, 2011
本書は、アメリカで「影のCIA」と呼ばれる、インテリジェンス企業ストラトフォーのフリード
マンCEOの著作で、2011年4・5月号のこの欄で紹介された「100年予測」（参考文献[1][2]参
照）のいわば続編である。「100年予測」が今後1世紀にわたっての、アメリカを中心とした世
界情勢の予測だったのに対し、本書は今後10年という身近な期間を考察する。身近な期間だけ
に、単なる予測にとどまらず、アメリカの政策に対する著者の熱の入った議論が述べられ、まる
でアメリカ大統領のために書いた指南書のようにも読めるのが面白い。
予測は当然のことながら、意図せずに「世界帝国」になってしまったアメリカから始まる。
「100年予測」では、いま世界の海洋を支配するアメリカが、21世紀の世界を強力に支配すると
されたが、本書では「帝国」の力と地位を持ちながら、「帝国」になってしまった自覚を持てぬ
アメリカの現状を懸念する。帝国でありながら、建国以来の道徳的な共和制を保てるのは、大統
領の「狡猾さ」と「英知」によるしかなく、「大統領に求められるのは、何が起きるかを予測
し、予測不能性を最小限にとどめ、そのうえで鋭くすばやい洞察をもって、予期しないものに対
処することだ」と当然のように要求する。的確な要求ではないか。国の首相や政治家に、こんな
要求を出せない我々国民のレベルが、あのような国政指導者を生むのだろうかと、忸怩たる思い
すら湧いてくるというものだ。
アメリカの取るべき道は、その地域で敵対し合う勢力を利用して互いを打消し合わせ、勢力均衡
の維持によって「帝国」の幅広い利益を守ることなのに、過去10年のアメリカは、対テロ戦争に
執着しすぎ、この勢力均衡政策を見失ったので、今後10年は大いにこの収拾に苦しむだろうと著
者は見る。これは主として対イラン政策と、復活を許してしまったロシアについて述べられてい
る。我々に重要なのは、この見方を東アジアに適用すれば、アメリカは帝国維持のために、日本
と中国をバランスよく牽制し合わせたいわけであり、アメリカが日中の有事には日本を守ってく
れるという単純な期待が、いかに幻想そのものであるか、よくわかるとも言えることだ。この幻
想は、孫崎享氏による参考文献[3]、[4]に明快に説かれているもので、興味のある方にはご一読
をお奨めしたい。現に日・中との関係については、日本からアメリカへの依存をできるだけ引き
延ばすこと、日本を追いつめぬこと、中国が分裂・弱体化して日本が強くならぬよう中国を助け
ること、そして「ほんの僅かでも日本を抑止できるものは、何であれアメリカにとって価値があ
る」と、アメリカ盲従の外務官僚などが目をむくような表現がされている。「100年予測」に述
べられたように、今後長期スパンでアメリカに相対する東アジアの強国は、あくまでも中国では
なく日本であり、2050年頃の日米再戦争勃発の前段階としての考察が本書でも読み取れる。これ
を読んで俄かにアメリカに対し（民主党の先代の大物リーダ達のように）安全保障上の態度を硬
化させるのもどうかと思うが、少なくとも本書や前述の孫崎氏の貴重な主張は、よく頭の中に入
れて咀嚼しておかねばなるまい。
本誌でこの本を取り上げたのは、「100年予測」の紹介で述べられたと同様に、本書でもまとめ
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の部分で「宇宙」が目立つ形で取り上げられているためである。まず、今後のエネルギ消費の増
加に対して10年以上のスパンでみると、割安で、劇的に供給量を増やせ、軍隊を送り込んで支配
する必要のない地域にあるものが望ましい、すなわち宇宙太陽光発電のような画期的新技術を、
国それも国防総省主導で進めるべきと著者は説く。さらに、「帝国」の力の礎は海洋であり、ア
メリカの海洋支配を脅かす軍事力を対抗勢力に持たせてはならず、海軍と宇宙部隊（Space Command）がアメリカの戦略基盤だとする。これは、次の10年には偵察衛星が対艦ミサイルを誘導す
るようになり、ミサイルそのものが宇宙に配備されるようになるからである。この主張によれ
ば、最近の中国軍事宇宙の急速な増強ぶり（参考文献[5]）は、アメリカにとっては看過できな
いものとなりそうだ。
本書には冒頭に「日本版刊行によせて」として、著者のメッセージが寄せられている。アメリカ
が絶えず変化する「氷河型社会」なのに対し、日本は長い間変化が殆ど見られぬが、実は水面下
で圧力が高まり、突如として体制が瓦解し大変革が起こる「地震型社会」だというのだ。大震災
で自然の力が解き放たれたように、国民の精神にも大地震が必ず起きる。アメリカ側の、日本の
国益軽視の危険な行動に耐えに耐えたあと、大きな地震が起きて、日本が中国よりも有力な21世
紀の強大な地域大国になることを、著者は信じて疑わないという。大震災の直後に、日本人の冷
静さ、逆境での紳士的な振る舞い等が世界から賞賛された。これは嬉しくはあったが、本当は国
のトップの指導力、危機管理能力が褒められるようになりたいと感じた。その意味で、東アジア
の最強国となる日本の潜在変革力を著者が確信してくれていることは、日本人として大きな自信
回復につなげるべきものではなかろうか。■
参考文献
[1] ジョージ・フリードマン,櫻井祐子訳：“100年予測 世界最強のインテリジェンス企
業が示す未来覇権地図”,早川書房,2009
[2] 飯田尚志：SPACE JAPAN BOOK REVIEW “フリードマン「100年予測」”,SPACE JAPAN
REVIEW No.73, April/May 2011
[3] 孫崎 享：“日米同盟の正体 迷走する安全保障”,講談社現代新書, 2009年
[4] 孫崎 享：“日本人のための戦略的思考入門―日米同盟を超えて”祥伝社新書,2010年
[5] “From AEROSPACE AMERICA,コヴォールト： 中国軍事宇宙の大潮流”,SPACE JAPAN REVIEW
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衛星余話 準天頂衛星誕生を語る その１

準天頂衛星の誕生とその後の推移
AIAA JFSC会員

北爪 進

準

天頂衛星初号機の打ち上げに種子島宇宙センターの竹崎観望台にて立ち会うことが出来た。
今まで多くの開発に関係した通信、放送、観測衛星の打ち上げに接したがその度に娘を嫁が
せる時の気持ち、半分以上淋しい、が多少期待する気持ちであった。
然し今回の打ち上げは別であった。オレンジ色の炎と共に天空高く宇宙に吸い込まれて行く準天頂衛
星初号機を搭載したH-IIAロケットX号機、打ち上げからおよそ１分48秒経過して固体ロケットブースタの
分離、切り離されたブースタが空中を回転しながら降下してくる一方、主ロケットはぐんぐん宇宙に突き進
んで行く姿に向かって、行け!行け！頑張れ！凄いぞ、その勢い！！と思わず叫んでいました。
１秒も違わず計画通りの打ち上げ時刻平成22年9月11日20時17分にリフトオフし、約6分３７秒後の1段
目メインエンジン燃焼停止まで、この時は既に高度約240kmに達しているはずであるが未だ肉眼で確認
出来たので天空を見詰めていた。天候にも恵まれ誠に美事な打ち上げであった。
1999年AIAA JFSCで準天頂衛星システム検討委員会を立ち上げてから11年、All Japan体制での事業
推進を各委員会で機会あるごとに訴えその実現に努力し期待したプロジェクトであるので感慨無量で
あった。その後リフトオフより28分25秒後ロケットより分離された衛星よりテレメトリ信号が地上に届いた
ことを確認して初めてヤッター！！と叫ぶ自分に呆れていた。衛星が予定の軌道に入るまでは未だ数日
かかるのだが。
これを機会に準天頂衛星の生い立ちとその後の成長の経過などについて纏めておくようSJRの編集委
員長より要請がありそれに従って過去の記録などを辿ってみた。

準天頂衛星の生い立ち
準天頂衛星初号機「みちびき」の初号機が平成22年9月11日に打ち上げられ、その後の軌道上試験も
無事に行われ現在では利用実験フェースに入っている。いよいよ我が国独自の衛星測位システムが始
動する。ここまでくるには紆余曲折があったことを想起し感慨深いものがある。その生い立ちとその後の
経過などをAIAA JFSC SJRの衛星余話に書き残すよう要請があったので一文を作成した。

１． 準天頂衛星システム研究会の立ち上げと委員会報告書のまとめ
1999年8月夏にAIAA JFSC (Japan Forum on Satellite Communications)の中に準天頂衛星に関する研
究会として“準天頂衛星システム検討委員会”を立ち上げた。研究会メンバーとしては郵政省通信総合
研究所、宇宙開発事業団、NTT未来ねっと研究所、日本放送協会、放送技術研究所等の国家研究機関
とKDD研究所、モバイル放送株式会社、三菱電機、日本電気、 東芝、日立などの衛星関連メーカ、更に
三菱総研等日本における衛星開発に関係する組織、機関から幅広く参加して頂いた。そしてSpace Japan
Communicationsが事務局を努め委員会の開催、議事進行、議事内容、報告書の纏め等の実作業を
行った。
1999年11月1日（平成11年11月1日）には主催：郵政省通信総合研究所、AIAA衛星通信フォーラム準
天頂衛星システム検討会、後援：株式会社三菱総合研究所で“準天頂衛星シンポジウム“を開催し広く
一般に準天頂衛星システムの特徴と応用分野の可能性を公開した。基調講演として郵政省 通信総合
研究所長、飯田 尚志氏より「21世紀に向けた衛星通信システムの動向」としてご講演頂いた。その内容
は「米国の主導で始まったGIIの流れを受け、我が国に於いても地上通信、衛星通信それぞれの特徴を
生かした情報インフラを整備することの重要性が認識されている。これを受けて光ファイバー網の整備が
着々と進められている中、21世紀の衛星通信は地上通信とシームレスにつながる高速通信システムとな
り、地球上のあらゆる地域とのグローバルコミュニケーションを実現する」という示唆に富んだ内容であっ
た。続いて通信総合研究所の各氏より準天頂衛星の特徴と研究概要、軌道研究、通信放送技術衛星
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COMETSを利用しての準天頂衛星伝搬基礎データなどの報告が行われた。又三菱電機、東芝、日本電
気、日立、三菱総研が各社の研究状況と将来の利用分野などについて発表された。COMETSは1998年
2月に打ち上げられ静止軌道投入に失敗したが時間帯によっては仰角80度以上になり模擬的に準天頂
衛星軌道となった。丸の内周辺の高層ビル密集地における静止軌道と準天頂軌道における相対受信電
力の比較データを取得しシンポジウムで発表された。この事実は、COMETS衛星が正に準天頂試験衛
星の役割を早くも果たし実験データを提供した事になると感じている。又シンポジウムでは展示会も行わ
れ準天頂衛星の特徴である8の字衛星軌道モデル、8の字衛星軌道シュミレーションビデオ、実験衛星
「かけはし」関連機器などが展示され準天頂衛星の別名”8の字衛星“のいわれが理解され易く計画され
広く公表された。
そ れ に 先 立 ち Space Japan Communications Co., Ltdが主催し平成11年9月29日“準
天頂衛星―８の字衛星システムの開発動向
と実用化“と題して通信衛星の最新情報セミ
ナーを開催した。「準天頂衛星システムの研
究・開発動向」と題して当時準天頂衛星研究
の最先端におられた通信総合研究所の田
中正人研究室長と「準天頂衛星の利用分野
と実用化」と題して三菱総研の香取芳重部
長に話をして頂いた。
2000年４月報告書「準天頂衛星システム
検討委員会 報告書」が編集：AIAA衛星通
信フォーラム、準天頂衛星システム検討委
員会、発行：Space Japan Communications社
で作成され研究会メンバー及び関係機関に
配布された。同年9月には英文報告書も完
成させた。内容は、1)準天頂衛星通信システ
ム検討委員会の目的、2)準天頂衛星システ
ムの研究動向、3)静止衛星の準天頂衛星へ
図1-1: 準天頂衛星システム検討委員会
の利用可能性についての検討、4)ビジネス
報告書（和文版と英文版）
プランの検討、5)実用化に向けた諸問題の
検討、最後に6)提言、からなる１４０ページに
及ぶ大作であります。研究内容の主流は通信システムへの応用にあったが私は準天頂衛星の性格上
測位システムへの応用が適していると考え報告書に測位システムへの応用も入れておいた。まとめでは
「準天頂衛星システムは通信の他に放送・測位などの用途も考えられ静止衛星との融合によって新しい
展開が開ける」と締めくくっている。図1-1に報告書の表紙を示す。

２． 衛星測位システム「JRANS」構想の提案
「準天頂衛星システム検討委員会 報告書」の具体的応用の事業構想として伊藤忠商事の航空宇宙担
当部門T氏に準天頂衛星を用いた衛星測位システム事業化計画を提案し一緒に検討することとなった。
NEC宇宙部門も巻き込み準天頂衛星を用いた衛星測位システムの実現性の具体的検討を行った。それ
が日本独自の衛星測位システム「JRANS」構想であった。JRANSとはJapan Regional Advanced Navigation Systemの略である。2001年4月に提案書をまとめ日本政府関係部門にPRして回った。その提言は以
下の内容であった。
提言
・「測位衛星」は、21世紀の情報化社会に必須の宇宙インフラになりつつあること。
・米国のGPS衛星を、一層安定的・定常的に利用し、高い測位精度を実現するには、高峻な
地形・都市環境、移動体サービスでの利用需要等、我が国独自の利用条件を満たすべく、
高仰角にも対応出来る準天頂軌道のGPS補完衛星を保有することが望ましい。
・我が国政府は、GPS補完衛星の必要性やその経済波及効果を充分検討の上、実用化目標
を明確に定めたマスタープランを建て実行すべきである。
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軌道上衛星構成は準天頂衛星6機＋静止衛星1機の準天頂の軌道予備を含め７基体制とすることで
あり、米国のGPSシステムに比較し経済的なシステム提案であること、衛星直下点の軌跡が８の字を描く
軌道の為、北半球では主に日本地域をサービス領域とすると共に南半球では大洋州をサービス領域と
する日本・アジアオセアニア向け衛星システムが構築出来る。しかし米国GPSシステムとは競合せずに、
むしろ補完・補強関係にある事等を特徴とした提案である。
然しこれに対する官の反応は冷やかで
10/8/18 10時10分
35
３．５ JRANSの概要イメージ
JRANS
あった。米国製のGPSシステムが無償で使
えるのにわざわざ大金をかけて衛星シス
準天頂＋静止衛星のConstellationに
：測位サービス提供地域
よる衛星測位サービスの提供
テムを開発する必要はない、との意見が
日本・アジア・オセアニア地域
準天頂衛星
大きかった。しかし米国で車のナビゲー
向け地域的測位サービス
(6～8機)
ションシステムなどGPSシステムの民間利
米国GPSの補完
用が積極的に進まない理由が軍用優先で
① 地域的補完
東アジア・太平洋地域
あること、しかし日本では既にGPSシステ
② 精度上の補完
静止衛星
ムを使った車など移動体搭載の関連シス
我が国の狭隘な地理的特性
(1～2機)
に対応した高精度化
テムと、それを開発製造する装置産業が
赤道
既存システムとの互換
世界一に成長していることから、日本国の
① GPSと互換性を持つ
基盤を支えている“産業の安全保障”に留
② MSASの能力向上
意する必要性がある事を強調した。又米
有時、災害時の国営通信網
国の衛星測位システムとは競合せず技術
（通信複合ミッション化の場合）
的に補完・補強関係を提案することを提
図2-1:JRANS構想のイメージ
案し主張した。米国製GPSとの補強・補完
機能については伊藤忠商事が社としての
人脈を活用し、米国CSISを通して米国政府関係者と交渉した。その結果GPSと競合せず補強・補完機能
が米国の受け入れるところとなったこと、それを政府に報告した事が官の理解を得る為に大きく貢献した
と理解している、商社人脈の重要さを痛感した次第である。然し実現には尚越えなければならない問題
が山積していた。

３．AIAA JFSC年次総会での講演
1項で述べた通り、このシステムはAIAA JFSCの主催する準天頂衛星システム研究会にて検討され報
告書に纏めたことから始まっており、JRANS構想はその実用化構想であることから、2001年9月（平成13
年9月）に開催されたAIAA JFSCの年次総
会にて「JRANS」構想を「通信衛星開発四
通信衛星開発四方山話と準天頂衛星システムの応用
方山話と準天頂衛星システムの応用に関
に関する一提案
する一提案」と題して私が紹介した、当時
総会に出席されたMELCOのH常務がいち
早く内容に興味を示され、担当者を通じて
資料の取得を要請されたことは流石と感じ
入った。それが三菱グループの準天頂衛
星システムへ入るきっかけになった事は間
違いないと思っている。然しAIAA JFSCは
その名前の如くSatellite Communications
に軸足があり複雑な反応であったことは推
平成１３年9月
AIAA JFSC会員
測に難くない。承知の上での紹介であっ
北爪 進
た。その後、通信ミッション主張派と測位
ミッション派２+２での鬩ぎ合いと主導権争
いが熾烈になった、私は機会あるごとにこ
図3-1: 通信衛星開発四方山話と準天頂衛星システム
の種のシステムはAll日本で開発すべしと
の応用に関する一提案
主張してきた。それがこのようなシステム
の実現の為の最善策であると固く信じてい
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たからである。

3-1:日米GPS全体会合について
平成10年９月当時の小渕首相と米国クリントン大統領による「GPSの利用に関する日本国政府とアメリカ
合衆国政府との間の協力に関する共同声明」において、重要事項を検討及び議論する為に全体会合の
開催が決定され、第１回日米GPS全体会合が2001年2月（平成13年２月）に開催された。それに引き続き
2002年10月16日（平成14年10月16日）第２回日米GPS全体会議が開催され以下のことが共同発表され
た。
(1) 米国政府によるGPS民政利用の無償提供の継続を確認したこと
(2) GPSを補間・補強する準天頂衛星システムとGPSとの技術的な調整を図る
ためワーキング・グループの設置について合意したこと
(3) GPSの利用促進等の為に今後とも密接に協力を継続すること
これらが示す通り米国製GPSとの補強・補完機能についてはJRANS構想の提案時、伊藤忠商事が人
脈を活用し、米国CSISを通して米国政府関係者と交渉したことが結果的にGPSと競合せず補強・補完機
能が米国の受け入れるところとなったことから、準天頂衛星システムとの技術的調整を図ることで日米政
府共前向きになったと理解される。

４．工業会で準天頂衛星システム研究会の立ち上げと経団連との連携で国の政策への提言
（社）日本航空宇宙工業会にも検討を要請し検討委員会が設置され、「準天頂衛星を利用した日本版
GPS衛星システム」2002年7月（平成14年7月）と題する報告書が作成された。引き続き「次世代時間・位
置情報利用システムに関する合同委員会」で検討が重ねられ、準天頂衛星システム利用委員会、ビジ
ネスモデル検討会などの分科会での検討結果を合わせ提言が纏められ、その結果を政府に提言され
た。この時点でも私はAll日本で対応するべきと委員会で主張し続けた。資金面では一般宇宙開発予算
の圧迫を避けるため、当時中国への日本政府からのODAが年間1500億円、これほどの資金があれば７
基体制の準天頂衛星測位システムが実現可能、少なくも４基体制は可能であろう。当時中国は既に日
本からの資金援助は自国向けには必要ないほど経済的に発展しており、その資金は中国経由アフリカ
諸国への資金援助へ振り向けられているとの噂も流れていた状況であり、貴重な我が国の国家予算を
準天頂衛星システムの開発へ活用することが有効な使い道であると提案した。そうすることで一般宇宙
開発予算を圧迫せずに準天頂衛星システムの早期実現に導ければとの希望であった。一方NASDA（現
JAXA）は国の方針を考慮しつつCRL(現NICT)との共同研究衛星ETS-VIIIでの測位実験システムの成
果を更に発展させ準天頂衛星システム計画における衛星測位技術開発を進め先ずは性能確認試験と
利用実験に供される衛星の打ち上げを計画された。

５．ASBCの創設
然し2002年11月1日には三菱、日立の衛星通信への応用派が主導権を握り準天頂衛星の通信への応
用を目的とする新会社、新衛星ビジネス株式会社（ASBC）
が発足した。三菱電機、日立製作所、伊藤忠商事、NEC東
“オール日本でやりますよ！”と叫んでいまし
芝スペース、三菱商事、トヨタ自動車などが主体となって合
たことは深く印象に残り今でも忘れません。
計43社が出資していた。業務内容として１）準天頂衛星シス
テムに係る研究開発の実施、２）準天頂衛星システムを利
用した事業化の検討、を謳っていた。事業化については準天頂衛星システムによる通信・放送・測位の
融合と謳っているが移動体向けS-Bandを使った通信への応用を主に掲げたものであった。2002年12月
20日衛星ビジネス新会社の創立祝賀会が経団連にて華やかに行われた。招かれたので参加した会場
の入口にて郵政省出身の小島新副社長が私にいきなり飛びついて来まして、“オール日本でやります
よ！”と叫んでいましたことは深く印象に残り今でも忘れません。その言葉は私がかねがね委員会などで
主張していたことであったからです。祝賀会では各省庁の大臣のご臨席となり見事なものでした。研究会
の報告書提出、JRANS説明の初期では考えられないような変わり様で各省庁揃い踏みでした。準天頂
衛星開発の為の初年度予算５８億円の内示が出た当日です。しかも予算レベルとしては最高のＳグレー
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ドを受けた結果です。日本版GPS衛星システムのスタートである。会場では衛星システムを開発してきた
要人が私を見つけ話に来てくれる様は誠に喜ばしく、驚くばかりであった。然しシステムの完成にはこれ
からが大変ですよと皆さんには伝えた。
この結果準天頂衛星システムの通信・放送への応用はASBCが主導権を握り推進する体制となり、一
方衛星測位システムへの応用は米国のGPSシステムとの補完・補強性が認められた事により国が予算
処置を行い、JAXAが主導的に開発を進める体制が自然と出来上がった。即ち主にS-Bandを用いた通
信・放送への応用は民間であるASBCが主導権をもち、衛星測位への応用は国であるJAXAが主導権を
もって開発する体制となった。その後ASBCはS帯の獲得の為ITUなどへの働きかけを強めていった。■
(次回に続く)
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Capital Products and Review
スカパーJSATの分散型データストレージサービス
1.はじめに
企業経営の効率化を推し進めるため、核となる業務以外の仕事を積極的にアウトソーシング
する動きが高まっています。ICTにおいては、情報システムの開発や保守・運用などを外部のベ
ンダーを利用する流れもその一環といえるでしょう。ブロードバンドネットワークの進展により本
社・支社といった複数の拠点間で大容量のデータをやり取りする環境が整った現在、社外の
データセンタにサーバ機能をアウトソースするメリットが急速に高まってきました。そうした流れの
中で登場したのがクラウド型ストレージサービスです。 ただし、このクラウド・サービスも東日本
大震災をきっかけにネットワークの途絶に対する課題がクローズアップされたほか、顧客情報や
経営上の重要情報がデーターセンタのサーバーへの不正侵入によって盗み出される事件が相
次いだことにより、これらのリスク課題への対応を迫られている状況といえます。
スカパーJSATでは、こうした課題に応えるべく“衛星通信の技術を応用する”という独創的な発
想により他とは一線を画する、“高いセキュリティ”と“耐災害性”、さらに柔軟性を兼ね備えた、ス
トレージサービスを実現しました。
2. S*PLEX3（エスプレックス スリー）分散ストレージサービスの概要
スカパーJSATが提供するS*PLEX3では衛星通信の基礎技術である“消失訂正符号化技術”
を応用することで、Security（エンド・トゥ・エンドで強固なセキュリティを確保できる）、
Survivability （災害時でも継続利用が可能）とScalability （柔軟な規模拡張や運用負荷軽減が
可能）という3つの“S”を実現しました。
3. S*PLEX3テクノロジーとは
S*PLEX3では、保存したいデータファイルを暗号化した後に、衛星通信の基礎技術である
【消失訂正符号】でデータを強化し、そのデータを100以上に断片化した上で、日本全国7箇所の
データセンターに分散保管します。
①暗号化した後に
消失失訂正符号でファイルを強化

③データの断片を
日本全国の7ヶ所にフラットに分散保管

②100個以上に断片化
ファイル

④70％相当の断片が
集まれば復元可能

ファイル

日本国内7地域の
データセンターに分散
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【Security：比類なきセキュリティを保つ仕組み】
S*PLEX3は、元データを暗号化し、断片化し、さらに複数のデータセンタで分割保
存する、「秘密分散共有技術」を導入しました。各断片の一つ一つはモザイクのかかった絵のパ
ズルの破片のようであるため、元のファイルを復元することはおろか、暗号の解読すらできませ
ん。また、万が一、1箇所のデータセンターから漏洩しても、パズルの破片の総数の7分の1でし
かないため絵の復元は不可能です。つまり、S*PLEX3を利用することで、社内でデータ保管す
るよりもセキュリティを高めることが可能なのです。
また、災害対耐性を高めるために、他のサービスではコピーファイルを作りますが、その分漏
洩に対するリスクが高まります。これに対し、S*PLEX3では一切コピーを作りません。
この高いセキュリティ耐性が評価され、日本のクラウド型サービスでは初めて情報セキュリティ
に関する国際評価基準である【コモンクライテリア認証：ISO/IEC 15408 】を取得しました。

複数の場所／事業者にデータを分割して保存することで、高い機密性を実現
暗号化・断片化したデータ複数のデータ
センタに分割して保存

内部漏洩にも強い構造！
1ヶ所のデータだけでは復元できない

S*Plex3ストレージネットワーク

【Survivability：耐災害・障害性能を高める仕組み】
S*PLEX3では、消失訂正符号を用いることで30％ものデータ欠損に耐える設計としています。
これにより、7データセンターのうち、2データセンターがアクセス不能な事態や滅失してしまった
としても、ファイルの復元が可能です。 それぞれのデータセンターは北海道から沖縄まで十分
なエリアリスクを勘案し設置しています。
S*PLEX3は、BCP（事業継続性）確立へのアプローチとして、これまでの“Disaster Recovery”
（災害発生時の復旧を促進する）ではなく、“Disaster Survivable”。つまり 災害に直面しても
生き続ける という思想の基に設計されています。

広域分散と、消失訂正符号で極めて高い耐災害性を実現
地上通信回線断！

・アクセス回線に衛星を使えば
さらに高い耐災害性を実現！
※衛星利用はオプションとなります。

強化して分散

・2ヶ所のデータセンターに
アクセスできなくても大丈夫！

自然災害等による停止
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【Scalability：新陳代謝・成長する仕組み】
S*PLEX3では、自律協調機構という概念を採用しています。数百にも及ぶサーバが協調
動作を行うことで負荷を分散します。 サーバに障害が発生すると、そのサーバ内のデータの破片
を他のサーバが吸出し復元したり、サーバを追加すると、自動的に他のサーバからデータが書き込
まれ、全てのサーバのデータ保存率が均一になるように自動で動作します。つまり、サービスの停
止を伴わずに機器の交換や追加ができるという運用を実現しています。
S*PLEX3は1TB（テラバイト）から利用したい容量を提供します。

システムが自律的に新陳代謝を繰り返しながら成長していく仕組み
自 律 協 調 動 作
ストレージシステム
Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

・・・

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

Disk

 常に装置の状態
を監視

 スキャンエラー等
の異常を検知

 異常があった装置へ
の書き込みを停止
 入っていたデータを
他の装置へ移動

・・・

Disk

Disk

 システムが自律的に機
器増設を認識
 無停止で正常な装置に
交換
 他の装置からデータを
移行し平準化

4．最後に
データストレージサービスと衛星通信サービス、全く繋がりが無いように見える二つのサービスを
独創的な発想で結びつけることにより、実現したS*PLEX3は、これまでのクラウドストレージだけで
なくデータの管理・運用方法をドラスティックに変えてゆきます。
本件お問い合わせ先：
スカパーJSAT株式会社
宇宙・衛星事業本部 事業開発部
お電話でのお問い合わせ：TEL 03-5571-7119
メールでのお問い合わせ：info@splex3.com
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SPACE JAPAN INTERVIEW
昭和の宇宙に咲くCS「さくら」の開発から学んだこと
「過疎地域における3.11地震・津波浸水被害復旧と衛星通信への期待」

アイソ・スペースネット・リサーチ代表取締役

磯 彰夫
SJRインタビュー：2月3月号において、過疎地域は、安全・安心な水や農林水産物等の食料、水力発電
などのエネルギーの供給等、国民全体の安全・安心な生活を支える重要な公益的機能を有しているこ
とを説明いただきました。東北地方は大きな川の下流に大きな平野が広がり、冬は雪がたくさん降るの
で、冬に山々に積もった雪が春から秋にかけてとけて川に流れ込み、水不足の心配がなく、米づくりに
向いた地域といわれています。3.11地震・津波で被災した東北地方の過疎地域及び移動通信サービ
スエリアについて説明していただけますか。

磯氏：青森、岩手、宮城、福島、茨城及び千葉の過疎地域（要件１．国勢調査の結果による市町村人口に
係る昭和35年の人口から当該市町村人口に係る平成7年の人口を控除して得た人口を当該市町村人
口に係る昭和35年の人口で除して得た数値（以下「35年間人口減少率」という。）が0.3以上であること。要
件2．35年間人口減少率が0.25以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成7年の人口
のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0.24以上であること等
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/useful/u25.htm参照）の太平洋沿岸は地震・津波浸水の
被害を受けました。代表例として宮城と福島の過疎地域、地上移動通信サービスエリア及び3.11地震・津
波の浸水域例を図１に示します。
http://www.kaso-net.or.jp/map/aomori.htm
http://servicearea2.nttdocomo.co.jp/inet/DisasterGoRegcorpServlet?pref=03
http://www.pasco.co.jp/disaster_info/110311/
http://www.gsi.go.jp/common/000060371.pdf#search=‘http://www.gsi.go.jp/
common/000060371.pdfsearch=‘
http://www.universetoday.com/84042/satellite-photos-before-and-after-of-japans-earthquake-tsunami
を参考に作成しました。

宮城県

3.11地震・津波
浸水範囲例

図１ 過疎地域と移動通信サービスエリア例（１/2）
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3.11地震・津波
浸水範囲例

福島県

図１ 過疎地域と移動通信サービスエリア例（2/2）
宮城と福島の太平洋岸過疎地域は地上移動通信サービスエリア不感地帯の一部と重なり、地震・津
波の浸水域内かまたは近接地域であることがわかります。また、青森、岩手、茨城及び千葉の太平洋沿岸
過疎地域についての地上移動通信サービスエリア及び3.11地震・津波の浸水域に関して調べますと、宮
城と福島の太平洋岸の過疎地域の状況とほぼ同じ状況であることがわかります。
国土地理院の空撮と衛星画像の解析によれば、浸水面積の合計は、北は青森県六ケ所村から、南は
千 葉 県 一 宮 町 ま で 広 が り、Ｊ Ｒ 山 手 線 内 の 面 積 の 約 ９ 倍 と の こ と で す（http://mainichi.jp/select/
weathernews/20110311/archive/news/2011/04/18/20110419k0000m020082000c.html，http://
www.asahi.com/national/update/0411/TKY201104110537.html参照）。
地震・津波の浸水域の推定は観測衛星の画像解析と航空写真の解析とを併用し、両者の特長を生か
し、補完・補強しながら実施されているといわれています（http://www.gsi.go.jp/common/ 000060371.pdf
#search=‘http://www.gsi.go.jp/common/000060371.pdfsearch=‘参照）。
観測衛星画像データを高速データ中継衛星経由配信し、また大容量画像データ航空機移動体衛星通
信・測位システムの開発と普及促進により、地震・津波による浸水域の評価の即時性をより一層向上し、
災害復旧の加速に貢献することが期待されます。
また、地震による液状化現象の模様を図2に示します

砂が噴出した水田

鹿島神宮駅橋脚が移動

道路に深い水溜り

2010年の日本テレビの２４時間テレビ内で盲
目の少女が、トライアスロンに挑戦した小名
浜臨海工業地帯を横断する産業道路

浮き上がったマンホール

傾いた電柱

図２ 3.11地震液状化現象の被害例
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http://kokusan-marukajiri.net/pub/maruphoto00670.html，
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110325-OYT1T00535.htm?from=any
http://www2.kobe-u.ac.jp/~kuwata/earthquake/tohokukanto2011/report_CHBIBR_v2.pdf#search=' 鹿 島
市 地震 被害 写真
https://picasaweb.google.com/miraipapa/201102#5585764876328167762
http://www.web-gis.jp/GeoData/taiheiyouokijishin2011.htm
http://siga.co.jp/iwaki-sinsai/hisai.htmll
http://blog.fukusen.moo.jp/?eid=71参考に作成
茨城、千葉では農地の液状化や、農業用水供給パイプラインの損壊などの被害も大きいことが報じら
れています（http://www.jacom.or.jp/news/2011/03/news110330-13109.php参照）。
農地の液状化や農業用水供給パイプラインの損壊などの損害補償保険金額の査定と支払の即時性
を増すため、地上移動通信・測位サービスを補完・補強する、高品位動画伝送IEEE802．15．3c規格や
IEEE802.11.TGad規格と適合する、高速・大容量可搬局衛星通信・測位システムの開発と普及促進を図
り、地域産業や区市町村の広域被害状況の可視化と位置特定とをリアルタイム化し、復興計画の推進に
役立てる必要があります。
米収量の47都道府県の動向について説明していただけますか。
米収量の都道府県動向、作付面積対全市町村面積比及び米収量/作付面積（㎏/ha）を図３に示します
（http://www.kaso-net.or.jp/kaso-db.htm#001b，http://www.stat.go.jp/data/nihon/07.htm，データみる県勢、
矢野恒太記念会、2010 参考に作成）。2008年の全国米収量は881万トン、都道府県の平均値は18.7万トン
です。米収量（万トン）順位は1．北海道64.7、2.新潟64、3.秋田53.5、４．福島43.8 5．山形41.7、6．茨城41.5、
7．宮城37.7、8．栃木34.7、9．千葉34.7、 10．岩手30.4、11.青森30.0、12．長野21.9です。全国米収量881万
トンの5１％（447万トン）は全国47県の21％（21=100×10/４7）の10県が占めています。

図３ 米収量の都道府県動向（2008年）

米収量/作付面積、作付面積対全市町村面積比及び過疎市町村対全市町村面積比の47都道府県の
動向についていかがですか。
米収量/作付面積、作付面積対全市町村面積比及び過疎市町村対全市町村面積比の47都道府県の動
向を図4に示します（http://www.kaso-net.or.jp/kaso-db.htm#001b，http://www.stat.go.jp/data/nihon/07.htm，
データみる県勢、矢野恒太記念会、2010等を参考に作成）。米収量/作付面積（ｋｇ/ha）の平均値は5.2ト
ン/haで、 米収量/作付面積順位は１．長野6，341；2．山形6，170；３．青森6，110，4．秋田6，020，5．北海
道5，650, 6．千葉5，580；７．岡山5，521，8．富山5，519，9．新潟5，510，10．山梨5，480です。
米収量/作付面積は米の生産性の高さの一つの目安です。長野が米の生産経費や品質に関して、山
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図４ 米収量/作付面積，作付面積対全市町村面積比及び過疎市町村対全市町村面積比

形や青森等に比べて同じであれば、東京や愛知の大消費地までの輸送距離が山形や青森等に比べて
短 く、い わ ゆ る フ ー ド マ イ レ ー ジ（http://eco.goo.ne.jp/word/life/S00258_qa.html、http://
members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fm-data.html等参照）が小さいので、価格競争力に優れ、また輸
送エネルギーや複雑な流通経路に伴う業務手続書類手続コスト低減が期待できる地産地消実現目標
に近い地理的条件を満たします。他方、東京や愛知の大消費地から遠い山形や青森等は消費者ニーズ
を満たす、より一層の米の生産と流通に伴う無理・ムラ・無駄な経費低減と高品質米の研究開発促進施
策が求められます。
作付面積対全市町村面積比の平均値11.1（％）で、作付面積対全市町村面積比順位は1．佐賀29.8，2．
茨城25.6，3．千葉23.7，4．福岡19.5，5．埼玉18.6，6．栃木18.1, 7．宮城16.1，8．沖縄15.5，9．香川15.2，
10．熊本15.1です。米収量/作付面積順位の上位と作付面積対全市町村面積比順位の上位とは異なりま
す。
米収量/作付面積順位の上位道県は第１に平らな広い水田がたくさんある。第２にたくさんの水があっ
て水不足にならない。第３に夏にはたくさんの日照時間があって昼の気温は高く、夜は涼しくて、昼と夜の
温度差が大きいことの利点を持つといわれています。他方、関東より西で東北地方ほどお米がとれない
理由は「西日本では毎年、水不足や台風被害が多いから」と思われています（http://www.shonaimai.or.jp/
situmon/idv/s4_2.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414841414参照）。
過疎市町村が皆無の大阪と神奈川を除く45都道府県の過疎市町村対全市町村面積比の平均値は
50%で、24道県（53％）が50％を超えています。過疎市町村対全市町村面積比（％）の順位は１．秋田89.7、
2．大分87.5、3．島根85.4、4．高知79.6、5．鹿児島76.7、6．北海道75.2、7．和歌山72.7、8．徳島72.4、9．
奈良71.5、10．山形68.6です。作付面積対全市町面積比が過疎地域面積対全市町村面積比を上回る県
は５県です。千葉が2.3倍、茨城が1.7倍、滋賀が1.57倍、栃木が1.57倍、埼玉1.52倍を示しています。
千葉、茨城、栃木及び埼玉４県が消費地東京・神奈川への代表的な供給地、滋賀が消費地大阪・京都
への代表的供給地であることを物語っています。3.11原発事故で農産物の出荷制限や風評被害による
価格の下落で農家が受けた損失として、福島、茨城、栃木、群馬、千葉のＪＡグループによる１０４億円余
りの損害賠償請求報道があります（http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110527/t10013159271000.html）。
また、東京・大田市場では、25トン以上/日あったホウレンソウの入荷量が、出荷制限が始まった3月22
日を境に10トン/日前後に激減したことや葉物野菜中心に買い控えの影響で価格低迷が続いていると言
われています（http://nosai.or.jp/mt/2011/04/post-1582.html等参照）。
茨城県では、放射線の状況を的確に把握するため、県内46地点の放射線測定局で、NaI線量率、電離
箱線量率の他、測定局により異なりますが気象要素として、感雨雪、風向風速、大気安定度などを２４時間
連続で自動測定し、その結果を環境放射線監視センターで監視しています（http://www.pref.ibaraki.jp/
bukyoku/seikan/houshasen/housyasengyoumu.html参照）。茨城県環境放射線監視システムを拡充し、安全
で安くておいしい食品を消費者に届けるための農林水産物の産地－卸売市場－小売―消費者食卓ま
での国内や海外関係機関に対して放射性物質等に関する広域汚染源リアルタイム監視情報提供と周
知が求められています（http://www.asahi.com/international/update/0318/TKY201103180355.html）。
広域汚染源リアルタイム監視制御情報システムにおける各種放射線測定器（http://www.toishi.info/
link/radi.html 等参照）は太陽電池・バッテリ等の自立電源を備え、入出力信号規格等インターフェースは
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IEEE802．15. TG4g －Smart Utility Neighborhood標準規格(http://www.ieee802.org/15/pub/TG4g.html参
照）やIEEE802.16- Broadband Wireless Access （http://ieee802.org/16/参照）標準規格と適合することが必
要です。さらに広域汚染源リアルタイム監視制御システムの構築に際しては、区市町村の人口集中地区
（要件1.原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境
域内で互いに隣接して、要件2．それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地
域，http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm 参 照）や 過 疎 地 域（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/
kouhou/useful/u25.htm参照）に分散配置した放射線測定端末データをリアルタイムで通信衛星等経由環
境放射線監視センターにおいて収集データ処理後、通信衛星等経由し、産地－卸売市場－小売―消費
者食卓等の国内や海外関係機関に対して再送信と一斉同報配信にするために、FTTHや移動通信シス
テム等と共存する衛星通信・測位システム研究開発実用化と普及促進が急がれます。
米収量の世界動向について説明していただけますか。
米もみ収量の世界動向を図
５に示します（世界国勢図会
2010/11年版、矢野恒太記念
会を参考に作成）。40か国合
計は67千万トン。 40か国平均
値は1.6千万トンで、1.6千万ト
ンを上回る国は8か国です。
米もみ収量（千万トン）順位は
1．中国19、２．印度14、3．イン
ドネシア6.0、4.バングラデシュ
4.6、5.ベトナム3.8、 6．ミュン
マー3.05、7．タイ3.04、8．フィリ
図５ 米もみ収量の世界動向（２００８年）
ピン1.6、9．ブラジル1.2、10．日
本1.1で、日本は米の主要生
産国です。アジア9か国とブラジルからなる10か国（40か国の25％）米もみ収量58千万トンが40か国合計
67千万トンの87％を占めています。

米モミ収量対面積は米の生産性の一つの指標と考えられます。米もみ収量及び米モミ収量対面積に
加えて、移動通信及びブロードバンド通信の世界動向はどのような状況なのでしょうか。
米もみ収量、米モミ収量対面
積、移動通信及びブロードバ
ンド通信の動向を図６に示し
ま す（世 界 国 勢 図 絵 2010/11
年版、矢野恒太記念会及び
http://faostat.fao.org/site/535/
DesktopDefault.aspx?
PageID=535#ancor を 参 考 に
作成）米モミ収量/面積（トン/
ha）順位は１．エジプト9.7、 2．
ウルグアイ7.9、3．米国7.6、４．
ト ル コ 7.5、5 ．韓 国 7.3、6 ．ペ
図６ 米もみ収量，米モミ収量対面積,移動通信及びブロードバンド通信の動向
ルー7.39、7．スペイン7.35、8．
アルゼンチン6.8、9．中国6.5、
10．日本6.4です。日本は米モミ収量/面積（トン/ha）10位です。コメの品質と生産費用が隣国の韓国や中
国と日本とが同じであれば、韓国や中国のコメ作の生産性は日本を上回ると考えます。米モミ収量が11
百万トンの日本と9百万トンの米国との米モミ収量対面積、輸出量、輸出量対輸入量、移動電話及びブ
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ロードバンド動向比較例を表１に示します。日本の米モミ収量の輸出量対輸入量比0.04と米国の米モミ
収量の輸出量対輸入量比5.3から算出される132倍不均衡の大幅改善を図るため、米モミ収量対面積
（kg/ha）比の向上やコストパフォーマンスに優れた生産、流通、販売及び消費に至る世界規模のネット
ワーク開発が急務と考えます。
表１ 米もみ収量,米モミ収量対面積,移動通信及びブロードバンド通信の動向
米モミ収量
（十万トン）

米モミ収量対面 輸出量
積比（トン/ha）
（千トン）

輸出量対輸 移動電話（契
約数/百人）
入量

ブロードバンド（加
入件数/百人）

日本

110
（1）

6.4
（１）

22

0.04

86.5
（1）

23.6
（1）

米国

92
（0.8）

7.6
（1.1）

3,303

5.3

87.6
（1）

25.6
（1）

高知

6.7
（0.06）

4.9
（0.7）

N/A

N/A

68
（0.7）

14
（0.6）

スペイ
ン

6.6
（0.06）

6.9
（１）

294

3.5

111
（1.2）

20
（0.8）

また、米モミ収量67万トンクラスの高知県とスペインとの米モミ収量対面積、輸出量、輸出量対輸入量、
移動電話及びブロードバンド動向比較例を表１に示します（世界国勢図会2010/11年版、矢野恒太記念会
及びhttp://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancorを参考に作成）。米モミ収量対
面積（トン/ha）の高知県対スペイン比は6.9/4.9=1.4倍、 移動電話（契約数/百人）の高知県対スペイン比
は111/68＝1.6倍、 ブロードバンド加入数（件/百人）は20/14＝1.3倍です。
高知県における過疎地域と移動通信サービスエリア及び津波による人的被害想定例を図7に示しま
す（http://www.kaso-net.or.jp/map/kochi.htm,http://servicearea.nttdocomo.co.jp/inet/GoRegcorpServlet?
rgcd=08&cmcd=FOMA&scale=500000&lat=33.556342&lot=133.533687,
http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/life/7154_5368_misc.pdfを参考に作成）。高知県とスペインとは米モ
ミ収量が同程度の地域と国です。高知県の地勢や県勢を生かし、 スペイン並みのICTを普及し、地震・津
波災害に対して安全・安心環境保全のため、 FTTHや移動通信システム等を補完・補強する衛星通信・
測位システム研究開発実用化と普及促進が急がれます。

津波による人的被害想定例

図7 高知県過疎地域と移動通信サービスエリア例
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トマト、キュウリやイチゴ等の栽培における課題につ
いて紹介していただけますか。
日本の施設栽培の課題例を図8に示します。
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000104520.pdf
#search=‘農業 ICT http://www.を参考に作成）。温度中
心の人的環境管理の労働集約産業から多様なデータ
収集と監視制御システムの構築等知識集約型産業へ
の転換や高収量品種開発と普及促進が課題であること
が指摘されています。

→台風や竜巻災害等
自然災害に脆弱

→農薬中毒症等二次被害

資本集約型

知識集約型

労働集約型

図８ 日本の施設栽培の課題例

施設栽培における高度化事例はありますか。
中 国 と 韓 国 の 植 物 工 場 事 例 を 図 9 に 示 し ま す（http://www.soumu.go.jp/main_content/
000104520.pdf#search=‘農業 ICTを参考に作成）。中国においては太陽電池再生可能エネルギー活用栽
培監視制御システムの開発の加速が進められています。また、韓国では大型スーパーマーケットにおけ
る野菜の地産・地消システムの開発が行われ、野菜プラントシステムの輸出計画が検討されているようで
す。日本における農林水産事業の国際競争力の強化の一環として、産地－卸売市場－小売―消費者食
卓までの放射性物質等の広域汚染源経路を絶ち、また輸送エネルギーコストを低減でき、安全できれい
な野菜の産地－小売りー消費者食卓の地産・地消監視制御システム普及促進振興策の加速が待たれ
ます。

・太陽電池再生可能エネルギー活用
栽培監視制システム

・地産・地消監視制御システム

図９ 中国及び韓国の植物工場の事例
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日本で検討されている農業ICT事業例を紹介していただけますか。
栽培履歴の登録、気象ロボット及び圃場監視等の栽培管理システム等の農業・農村地域活性化ソリュー
ション事業が提案されています（http://kogakura.exblog.jp/i5/を参照）。将来、栽培履歴の登録、気象ロボッ
ト及び圃場監視等の栽培管理システム等は世界市場で中国や韓国の植物工場例と競争または協調す
る事業と思われます。
今後、過疎地域における脱ガラパゴス国際通販事業展開のため、IEEE802.15.－WPANやIEEE802.11.
-WLAN規格と適合し、フードマイレージ最小・再生可能エネルギー自立電源を持ち、完全メッシュ通信機
能や同報通信機能を生かした衛星通信栽培監視制御システム開発と事業の普及促進が望まれます。
次回も引き続き「過疎地域におけるデジタルデバイド解消の切り札として期待される衛星通信その４」
と題しましてインタビューをお願いします。

著者紹介
磯 彰夫
昭42東北大学大学院理学研究科修士課程了．同年電電公社電気通信研究
所 入 社，昭 48 電 電 公 社 横 須 賀 電 気 通 信 研 究 所．昭 49 宇 宙 開 発 事 業 団
（NASDA）実用衛星設計グループ（出向）．昭53電電公社横須賀電気通信研
究所．昭和62宇宙通信基礎技術研究所（SCR）出向．平成3NTT無線システム
研究所．平４三菱電機鎌倉製作所入社．平14エム・シー・シー入社．平成１９独
立行政法人情報通信研究機構新世代ワイヤレス研究センターユビキタス
モバイルグループ、現在株式会社アイソ・スペースネット・リサーチ代表取締
役． 工学博士． AIAA, IEEE，AFCEA，電子情報通信学会，各会員
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報告：AIAA からのプレゼント
JFSC 特別顧問 飯田尚志
私も歳を取ってしまったようです。最近，AIAA より同学会の面倒見の良さを示すと思われるプ
レゼントを２つ頂きました。編集委員会での皆様にも分かって頂いた方がいいという議論に基づき，
以下に示すとおり簡単に報告します。
まず，AIAA 会員 25 周年となったと
いうことで，右のようなレターサイズ
の会長の署名入りの感謝状と思われる
ものを頂きました。私が AIAA 会員と
なったのは 1986 年で，振り返ってみ
ると AIAA 入会のきっかけというのは，
当時宇宙ステーションをどうするかの
議論が我が国でも始まり，私は通信総
合研究所にいましたが，航空宇宙技術
研究所（現在，宇宙航空研究開発機構）
などの外の研究所の研究者との交流が
増えたことで，AIAA というものが身
近になったことだったと思います。会
員期間に応じてこのような感謝状を発
行するのは会員自身の励みにもなり，
大変好ましいことではないかと思う次
第です。
もう一つ，私は AIAA 理事会（Board of Directors) メンバーの役職のひとつの Director
International というのを 2005 年から 2011 年まで，２期務
めました。理事会メンバーとなった発端は宇宙航空研究開発機
構の戸田さんの後任という意味がありましたが，これは選挙で
選任されるので，この間，第１期と第２期の選挙の際に立候補
所信（Vitae and Candidate Statements）を書きました。必
ずしも無投票ではなかったようですが，私に投票して頂いた方
には感謝します。１期は３年の任期で２期務め，終了した段階
で右のような私の銘板入りの置き時計が贈られてきました。任
期中，実際に理事会に出席したのは４回であったので，AIAA
への貢献はそれほどできなかったのですが，私は AIAA の国際
活動委員会（International Activities Committee）の委員で
もあるので，この委員会との関連で AIAA への支援，例えば，
英語の和文翻訳とか，私の方から JFSC の活動状況を AIAA に
報告してアピールするとかの活動を行えたと思っています。こ
のような活動ができたことに対して，皆様のご支援に感謝しま
す。また，特に，AIAA 事務局のイアシエロ
（Iasiello）氏のサポートが大きく，ここに感
謝します。今後，JFSC の会員のみならず，
我が国から大いに AIAA の活動に参加して活
躍されることを期待致します。
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時計上面の私の銘板

CONFERENCE REPORT

ICSOS2011参加報告
情報通信研究機構（NICT）

竹中 秀樹

高山 佳久

国際会議名： International

Conference on Space Optical
Systems and Applications
（ICSOS）
場所： アメリカ合衆国、サンタモニカ
期間： 2011年5月11日～13日
参加者： 116人
講演数： 70件
▲ 会場になった Le Merigot ホテル

国

際会議International Conference on Space Optical Systems and Applications（ICSOS）がアメリカ
のサンタモニカで開催された。前回は2009年に日本でNICT主催により開催され、2回目となる
今回は、NASA/JPLとNICTの共同開催となった。次回からは2年ごとではなく毎年、日本、アメ
リカ、ヨーロッパのローテーションで開催されることとなり、来年はヨーロッパのフランスで10頃に開催され
る予定である。ICSOSは、名前の通り光宇宙通信に主眼をおいた国際会議である。今回の会議では、大
気揺らぎ、衛星開発関連、シミュレーション、量子通信、符号化等についての発表が行われた。今回の会
議の参加者は116人ほどで、セッションは最初と最後、共通セッション以外は2部屋に別れて行われた。

スケジュール：
11日、12日は口頭発表が行われ、11日にはポスターセッ
ションも行われた。また、13日はJPLへの見学ツアーが行
われた。ジャンル別の投稿数を右の表に示す。また、投稿
の国別件数を下図に示す。

・投稿者と発表内容

ジャンル

投稿数

Studies & Analysis

12

Planned Flight Demos

8

Modulation and Coding

4

Ground Stations

4

Coherent Technologies

4

Atmospherics

4

Optics in Space

3

Quantum Communications

2

ATP Systems

2

Flight Demos

2

*ポスターセッション、コモンセッションは除く

▲ 投稿者の国別
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▲ 参加者の集合写真

（photo by Mr. James Gealy）

内容：
・ESAの今後の衛星計画
ESAの発表では、2025年までに火星や木星との光衛星通信リンクの計画を立てており、ダウンリンクの
通信速度は100Mbpsで95％以上稼働率を有した通信回線を計画している。光通信だけではなく、Ka帯
やX帯を用いる事を考えている。この計画に必要な地上システムとして、8～10m級の望遠鏡、波面を
補正するシステム、1arcsecより高精度な追尾システム等が挙げられた。

・NICTの今後の方針
NICTではこれまでETS-VIやOICETSを用いて光衛星通信を世界に先駆けて実証を行って来た。1μm
帯と1.5μm帯の両方に対応した受信装置の開発を進めており、同時に、超小型衛星搭載用の光トラン
スポンダの開発を行っている。また、量子鍵配送に関しても検討を進めており、将来は、高速、大容量
かつ、セキュアな光衛星通信システムの開発を目指している。

・JAXAの動向
JAXAの今後の光衛星ミッションとしては、将来、静
止軌道上の中継器衛星を考えており、今後の高解
像度の地球観測ミッションの要件に満たした光衛星
通信システムの開発に向けての紹介があった。現在
のESAが搭載する光通信機と相互性を持った光通
信機の開発を行おうとしている。

開催地サンタモニカについて：
今回のICSOSはサンタモニカで行われた。サンタモニ
カの気温は日本と同じくらいだが、日差しが強く日中日
差しが当たるところは、熱くなった。また、明け方や晩
になると肌寒くなった。
ホテルは、サンタモニカの海岸から徒歩5分ほどのところになり、少しあるくと海を見ることができる。ま
だ、5月であるため、海で泳いでいる人はほとんど居なかったが、海沿いを散歩やランニング、サイクリン
グをやっている人は多くいた。海が近いせいか、魚介類を扱っているレストランも多く、ロブスターや牡蠣
などを食べることができた。■
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