
 

 

 

 

 

 

 

宇宙産業プログラムに関する 

施策・事業評価報告書 

（案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年３月 

産業構造審議会産業技術分科会 

評 価 小 委 員 会 

第４４回評価小委員会 

資料５ 



 

はじめに 

 
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成２１年１月）において、新たな評価類型と

して「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に関する施策評価は、当該技術分野全

体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰

する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の事業に係る評価結果を踏まえて行うこととして

いる。 

  

経済産業省において実施している技術に関する施策「宇宙産業プログラム」は、国家の宇宙開

発を支える基盤である宇宙産業について、我が国の持つ先端民生技術の強みを最大限活用し、重

要基盤技術の研究開発を実施することで国際競争力を強化の強化を図るものである。本施策は、

これを実現するため、以下の技術に関する事業から構成されている。 

 

①小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（プロジェクト） 

（平成２０年度から平成２４年度） 

②空中発射システムの研究開発（プロジェクト） 

（平成２１年度から平成２６年度） 

③宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト） 

（平成１１年度から平成２７年度） 

④石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト） 

（昭和５６年度から平成２６年度） 

⑤極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発／ 

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト） 

（昭和６２年度から平成２９年度） 

⑥ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（プロジェクト） 

（平成１９年度から平成２５年度） 

⑦次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（プロジェクト） 

（平成１８年度から平成２６年度） 

⑧太陽光発電無線送受電技術研究開発（プロジェクト） 

（平成２１年度から平成２６年度） 

⑨次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 

（プロジェクト） 

（平成１５年度から平成２３年度） 

⑩次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）（プロジェクト） 

（平成１５年度から平成２２年度） 

⑪可搬統合型小型地上システムの研究開発（プロジェクト） 

（平成２１年度から平成２４年度） 

⑫超高分解能合成開口レーダの小型化技術の研究開発（プロジェクト） 

（平成２２年度から平成２６年度） 

⑬次世代輸送系ミッションインテグレーション基盤技術研究開発事業 

（平成１６年度から平成２２年度） 

 

今回の評価は、技術に関する施策「宇宙産業プログラム」、及びこの構成要素である技術のう



ち、①～⑩に関する事業評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる宇宙産業プ

ログラムに関する施策・事業評価検討会（座長：久保田 弘敏 帝京大学大学院理工学研究科 研

究科長）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価に係る省内関係者 

 

１．技術に関する施策 

 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹 

 

 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

２．技術に関する事業 

 

A. 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（プロジェクト） 

※平成２３年度よりＮＥＤＯから移管 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 

B. 空中発射システムの研究開発（プロジェクト） 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 

C. 宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト） 

※平成２３年度よりＮＥＤＯから移管 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 



 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 機械情報産業局 航空機武器宇宙産業課長 柴生田 敦夫（事業担当課長） 

 

D. 石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト） 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

（平成１９年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価調査課長 本橋 克広 

 

（平成１６年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 波多野 淳彦（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価調査課長 陣山 繁紀 

 

E. 極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発／ 

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト） 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

（平成１８年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価調査課長 柴尾 浩朗 

 

F. ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（プロジェクト） 

※平成２３年度よりＮＥＤＯから移管 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 



 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長  飯田 陽一（事業担当課長） 

 

G. 次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（プロジェクト） 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 

H. 太陽光発電無線送受電技術研究開発（プロジェクト） 

【中間評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 

I. 次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 

（プロジェクト） 

【事後評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【中間評価時】 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

（平成１８年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 志村 勝也（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価調査課長 柴尾 浩朗 



 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 西本 淳哉（事業担当課長） 

 

J. 次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）（プロジェクト） 

【事後評価時】 

（今回） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 岡野 克弥（事業担当課長） 

 （産業技術環境局 技術評価室長 岡本 繁樹） 

 

【中間評価時】 

（平成２０年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 飯田 陽一（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価室長 長濱 裕二 

 

（平成１８年度） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 志村 勝也（事業担当課長） 

 産業技術環境局 技術評価調査課長 柴尾 浩朗 

 

【事前評価時】（事業初年度予算要求時） 

 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室長 西本 淳哉（事業担当課長） 

 

 



 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価 

 

審 議 経 過 

 

 
○第１回評価検討会（平成２３年１２月５日） 

 ・評価の方法等について 

 ・技術に関する施策・事業の概要について 

 ・評価の進め方について 

 

○第２回評価検討会（平成２４年２月２８日） 

 ・評価報告書(案)について 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２４年３月１３日） 

 ・評価報告書(案)について 
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技術に関する施策・事業評価報告書概要 

 

技術に関する施策 

 

技術に関する 

施策名 
宇宙産業プログラム 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

技術に関する施策の目的・概要 

宇宙は国家の安全、経済、科学を担う戦略的分野であり、各国とも安全保障、国威発揚、技術

開発のために国が主導して自国産業を育てている。また、宇宙の利用サービスは大幅に拡大して

おり、宇宙産業の裾野はますます広がっているほか、新興国を中心に衛星の需要も拡大しており、

宇宙産業は今後も市場規模の拡大が見込まれる成長分野である。 

経済産業省における宇宙産業プログラムの目的は、「国家の宇宙開発を支える基盤である宇宙

産業について、我が国の持つ先端民生技術の強みを最大限活用し、重要基盤技術の研究開発を実

施することで国際競争力の強化を図る」ものである。 

 

技術に関する事業一覧 

Ａ．小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（プロジェクト） 

Ｂ．空中発射システムの研究開発（プロジェクト） 

Ｃ．宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト） 

Ｄ．石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト） 

Ｅ．極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発／ 

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト） 

Ｆ．ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（プロジェクト） 

Ｇ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（プロジェクト） 

Ｈ．太陽光発電無線送受電技術研究開発（プロジェクト） 

Ｉ．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 

（プロジェクト） 

Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）（プロジェクト） 

 

技術に関する施策評価の概要 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

宇宙は開発するものから利用するものへと認識が変わってきており、宇宙の利用が産業として

成り立つことが重要である。この観点から、宇宙産業プログラムを構成するプロジェクトは、先

端民生技術を最大限活用して人工衛星の基盤技術を確立させ、国際競争力の強化を図るものであ

り、国の施策として妥当である。また、個別の目標も明確に位置付けられており、継続すべき事

業は継続していることも評価できる。開発した地球観測衛星の価値を高めるためには、経済産業
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省が管轄するエネルギー・資源分野のみではなく、その他多くの分野への利用を促進することが

必要であるが、その点は本施策に反映されており評価できる。 

なお、宇宙システムは軌道上システムと宇宙輸送システム及び地上システムから成るが、本プ

ログラムは人工衛星に重点を置いており、宇宙輸送システム及び地上システムの施策がやや尐な

い。それらは常に表裏一体のものであることを認識すべきである。 

事業化については、初期の段階でビジネスの専門家等を交えて設定し、必ず最初に特許・標準

（デファクト、デジュール）等の目標も設定し、知財・標準化戦略を合わせて行うことが望まれ

る。目標が遠大であるテーマほど、プログラムの全体像を俯瞰的に見ることができず、個別具体

的なプロジェクトの並列化が起こってしまっている。 

宇宙産業は総合産業であり、必然的にほぼ全ての府省庁が絡む産業と言えるが、その連携が見

えていないことは問題である。産業支援として取りまとめ役は経済産業省が妥当であるが、ユー

ザとしての要求／提案、円滑な実施のための支援、得られる成果の教育への波及などは他府省庁

との協力なしには効果的な施策とはならないと考える。 

 地球観測衛星によって得られたデータを実利用に結びつけるには、データの価格（データポリ

シー）及び使いやすさ、ユーザ業界における衛星観測データ利用促進のための環境整備など利用

分野ごとに異なる様々な問題を解決する必要があるため、実利用の推進を施策として拡充しても

らいたい。経済産業省のみならず環境省、農林水産省も取り組むべき課題（エネルギー・資源、

地球環境、食糧などの社会的ニーズに基づく課題）を持っており、他省と協力しつつ、エンドユ

ーザーの立場から衛星データの実用化を進めていく必要がある。また、宇宙分野では、政府調達

は必須であり、今後、さらに行政向けのリモートセンシングの活用などを振興してほしい。 

 

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性 

 本施策は、技術の開発段階によって、各事業の成果の質と量は異なるが各事業の重要性は明確

になっており、現時点で得られた成果は概ね良好である。また、フライトセグメントから打ち上

げに至るまで広くカバーした活動になっていること、日本企業の強みと弱みのプロジェクトがあ

ることから、バランスがとれていると言える。総じて妥当な予算が配分されており、成果が得ら

れている。 

小型化等による先進的宇宙システムの研究開発は民生技術・部品を活用して、いかに事業化でき

るかにかかっており、それは SERVIS 衛星に代表される宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業

の成果に基づくものであり、両者はまさに補完的な意義を有する。また、地球観測センサに関し

ては、ASTER、PALSAR から後継機としてのハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトルセンサ

へつながり、準天頂衛星を例とした次世代衛星基盤技術では熱制御、次世代イオンエンジン、測

位用擬似時計技術を柱とするシステム基盤プロジェクトと構造部材創成・加工技術開発事業に分

けられ、両者を合わせて次世代衛星基盤技術を構成するようになっていて妥当である。 

 なお、宇宙産業は多様な技術が高度に統合された産業であるため、個々の事業を支援するのみ

ではなく、異なる事業者が実施している事業を有機的につなげる必要がある。また、事業を進め

るにあたっては、開発する技術、時間的観点からの優位性を事業の競合相手と比較することが必

須である。さらに、事業化は、自国だけでなく、競合となる他国の状況にも大きく影響を受ける
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ため、資金を前倒し投入して事業化を早めたり、世界のトレンドに合わせて事業を変更していく

等、柔軟性が必要である。 

本施策には、データベース整備などのソフト面のプロジェクトも含まれているが、技術開発はハ

ードウェアを中心とした技術・製品の開発が多く、ソフトウェア技術にあまり焦点が当たってい

ない。世界的には、今後はソフトウェア技術とシステム技術がイノベーションの中心となると捉

えられているため、当該技術により力を入れていくべきである。 

本施策の目的は「技術の研究開発」である。衛星による地球観測の場合、長期にわたる施策は

「衛星の打ち上げ・運用」の段階に入っており、「必要な技術の開発」と性格が異なるため、別

の枠組みとして事業を実施するもしくは、評価の仕方を変えることも検討に値する。 

 

３．総合評価 

宇宙産業プログラムを構成するプロジェクトは、先端民生技術を最大限活用して人工衛星の基

盤技術を確立させ、国際競争力の強化を図るものであり、国の施策として妥当である。宇宙開発

の事業化を進める上で重要な活動となっている。 

宇宙基本法、宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画及び第 4期科学技術基本計画等の

上位政策との関連が明らかであり、政策的位置づけがはっきりしており、ロジックモデルにした

がって実施機関の役割も設定されている。どの事業も公共性を有し、一企業で実施するには金額

が大きすぎるので、国として取り組む施策である。政府調達が重要である宇宙開発において、海

外への売り上げを増やすためにカタログ化・パッケージ化して行く方向性は良い。その中で日本

の技術が際立っていけるような、官民一体となったビジネスデザインを進める上で、現在の官民

連携体制をさらに強化してほしい。 

各事業は概ね適切な目標を設定できており、それを実現するためのスケジュール及びコストも

適切に管理されており、事業の結果も良好に得られている。 

今後の主な課題として、1)宇宙機器産業の拡大、2)事業の積極的な海外展開、3)事業間の連携、 

4)国民への説明責任の強化、の 4項目がある。 

1)本宇宙産業プログラムで取り上げられている研究開発の事業化のような官民協働による衛

星需要の掘り起こしによる宇宙機器産業の拡大が必要である。日本の宇宙産業市場の大部分は、

宇宙利用サービスを利用した事業によるユーザ産業群であるためである。また、その場合、モノ

を作ること、技術を開発することだけでなく、それらに付随する方法論、開発環境及び知財・標

準化による国際戦略も考慮して実施することが望ましい。 

2)今後、海外への売り込みにあたって、コストで勝負する技術と、性能・品質で勝負する技術

との差別化を進め、それぞれに整合する開発計画を立てて行く必要がある。 

3)現段階では、事業間の連携が実現されていない、各事業の競合他社との比較が弱い、省庁間

の連携がないといった問題がある。今後は、それら点を視野に入れた政策立案を進めてほしい。 

4)国民に対する説明は「宇宙産業プログラムに関する施策・事業」のすべてにおいて必須であ

る。特に、資源探査における衛星データ利用は、本施策・事業の中でも重要な部分であるため、

その費用対効果の定量的説明は困難であるといえども、何らかの方法で国民にその意義を理解し

てもらう説明の工夫が必要であろう。 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 

宇宙の利用を産業として成立させるためには、民生技術・部品を使用することで、宇宙機器産業

への企業の参入を促し、一方で利用実例の紹介などによってユーザー産業群の裾野を広げ、宇宙

産業全体を拡大させることが重要であり、さらに規制適正化や補助制度などの政策面からの市場

規模拡大の努力が望ましい。 

その中で、新興国をターゲットとして地球観測分野で、衛星開発からデータ利用手法のサポート

等まですべてをパッケージとして、売り込める技術開発は妥当であり、今後も鋭意進めていただ

きたい。特に、地上受信システムやデータ利用手法のサポート等は今後も継続的な市場を確保で

きるという点で重要である。 

各プロジェクトの主目的は技術開発であり、事業化推進のための問題の整理とその解決は主目的

ではないため事業化計画が具体性に欠ける。そこで、実利用推進（事業化推進）の道筋の明確化

を主目的とした別枠のプロジェクトを立ち上げることは検討に値する。 

経済産業省の担うべき範囲と責任の明確化が不十分だと思われる中、経済産業省がリモートセン

シングに集中している点は、政策判断として高く評価できる。今後もリモートセンシングに関す

る技術力強化を柱にプログラムを進めるべきである。なお、国の限られた予算・人員の中で最大

の成果を上げるためには、他にもっと良い施策・事業があるのではないかとの視点を厳しくもつ

ことが重要である。 

プロジェクト H（太陽光発電無線送受電技術の研究開発）に相当する将来のエネルギー確保の技

術は極めて重要であるため、先進国の技術開発動向を注視しつつ、日本の優位性を発揮できる部

分に対して継続的な技術開発の投資をしていただきたい。 

技術開発においては、得られた知見の再利用や他産業への波及効果も考慮して、先端の開発方

法論をきちんと適用する施策が必要である。なお、計画されたすべてのプロジェクトの目標達成

率は非常に高いため、今後はもっとチャレンジングなテーマ設定が望まれる。 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ａ 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発 

上位施策名 経済成長（技術革新の促進・環境整備、ものづくり産業振興） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

高性能な小型衛星を短期間に低コストで実現するための新たな衛星システム開発アーキテクチ

ャ（設計思想）を確立するとともに、これら設計思想や中小企業等の優れた民生技術を導入し、大

型衛星に劣らない機能を維持しつつ、低コスト、短納期を実現する高性能小型衛星の開発技術を獲

得することを目的としており、これが達成されれば、我が国宇宙産業の国際競争力が強化され、国

際衛星市場への参入（国際産業協力、ＯＤＡ案件形成）、政府衛星の計画的かつ効率的な開発・調

達（科学衛星等への活用、先端民生部品・技術の実証機会の提供）、新たな衛星システム運用への

展開（複数機運用による広域観測や高頻度観測等）等の実現が期待される。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２０年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２６年度 USEF、NEC 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

604,629 1,300,000 1,395,371 3,300,000 3,516,165 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

国際競争力の強化のため、我が国の強みである民生部品及び民生技術等を適用した高機能、低コス

ト、短納期な、小型化等による先進的宇宙システムの開発技術を確立することを目的として、設定された

各項目について所定の成果を上げた。 

 

個別要素技 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

総合システム 

 

 

 

 総合システムとしての

達成目標設定および

宇宙機、地上系への要

求の明確化を実施す

る。 

宇宙機側と地上システ

ムである「可搬統合型

小型地上システムの研

究開発」担当（パスコ）

とで、合同調整会議お

よび細部技術検討を行

う分科会により「総合シ

達成 
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ステム開発仕様書」を

平成23年3月に制定し

た。 

新しい仕組み  コンソーシアム活動に

より、今後の小型衛星

への適用を考慮した新

しい仕組みを構築す

る。 

宇宙機関との連携、宇

宙関連企業の技術を

集結しただけでなく、中

小企業や新規参入企

業もコンソーシアムとし

て加えることにより、先

進的宇宙システム設計

、製造、試験の「仕組

みづくり」の検討を行っ

た。 

達成 

高性能光学セ

ンサ 

 地上分解能（GSD）

0.5m未満（軌道高度

500km、パンクロマチッ

ク）を目標とする可視

光地球観測センを開発

する。 

設計の段階から最終

目標である地上分解能

（GSD）0.5m未満（軌道

高度 500km、パンクロ

マチック）のセンサとそ

れに光を就航すること

のできる光学反射望遠

鏡を開発し、個別試験

で性能評価が出来る

段階まで完成した。 

達成 

小型衛バス  バス質量 300kg程度以

下の小型地球観測衛

星を開発する。 

JAXA との共同研究に

より、推進系に燃料を

充填した状況で 300kg

以下の重量となる小型

衛星バスを製造し、熱

機械的特性の設計検

証、電気的性能の確認

等を実施した。 

達成 

短納期の仕組

み 

 2年間で製造試験を実

現する仕組みを構築す

る。 

新しい宇宙システム対

応の標準ネットワーク

方式を採用することで

、変更に対してはソフト

ウエアの変更で対処が

可能になったためバス

機器のリピート生産が

達成 
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可能になり、設計変更

により必要であった費

用やリードタイムが圧

縮でき、それにより 2年

以内の開発が可能で

あるという目処 立った。 

自動自律運用  自動機能、自律機能を

効率的に活用し、観測

計画と、バス運用のコ

マンドをアップロード可

能な仕組みを構築す

る。 

自動機能、自律機能を

活用し、観測計画とバ

ス運用のコマンドをアッ

プロード可能な衛星側

の仕組みを構築した。 

達成 

宇宙実証  運用準備・打上準備を

開始する。 

打ち上げ機に関して、

候補会社に対して提案

要請を出し、最終的に

2012年 12月の打ち上

げに対応可能な打上

サービス提供会社を選

定した。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

16 

 

総合評価概要 

欧米より高機能・低価格で国際競争力を持った小型衛星観測システムを目指す本プロジェクトの推進は妥

当である。顧客のニーズ対応への取り組みがなされており、今後の国際市場での販売拡大に期待したい。国

が本事業のような開発を進めることは大変重要である。 

 小型衛星における撮影分解能としては世界的にみて高い性能を有しており、技術としての価値が極めて高

い。また、地上システムも含めた衛星運用の自動自律化、ネットワークによるどこでも運用の取り組みは先端

的・意欲的な取り組みであり評価できる。他方、衛星の小型化による機器の信頼性への懸念を払拭するため

には、民生技術・部品の活用がキーであり、そのためには、SERVIS プロジェクトによる民生部品の宇宙実証の

結果を最大限生かすべきである。また、編隊飛行（コンステレーション）によって各衛星システムが補完的に働

く機能を持たせることも必要である。 

なお、現時点では競合他者との時間的な競争状況を捉えるとより良いと考えるが、どの企業においても技術は
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日々進化しているため、その時々において他者に対して優位を示していくことが重要であり、衛星の売り方を

考えたパッケージ提供、衛星開発を考えるべきである。知財・国際標準化戦略も強化してゆくべきである。 

 

評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｂ．空中発射システムの研究開発 

上位施策名 経済成長（技術革新の促進・環境整備、ものづくり産業振興） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

現在、日本の基幹ロケットとしては H-IIA が存在しているが、H-IIA は大型衛星等を打上げるための大

型ロケットであり、現在の日本には中型、小型ロケットが存在していないのが実情である。そして、H-IIA

は打上げの信頼性こそ比較的高いと言えるものの、コストとしては８５～１００億円程度かかっており、中

型小型衛星を単独で打ち上げる場合は、外国のロケット等に依存せざるを得ないのが現状である。ピギ

ーバック等によりH-IIAで打上げることも考えられるが、打上げは主衛星の打上時期や軌道によって左右

されることとなり、数年単位で打上げが遅れることも想定される。また、近年、民生部品等の宇宙転用に

伴い、衛星のサイズも小型化が進んでおり、今後小型衛星の打上げは飛躍的に伸びていくことが想定さ

れる。一方で、宇宙新興国においては、災害対策の一環として、地球観測衛星等の打上げ需要が拡大し

ており、今後ますます小型地球観測衛星等の打上げビジネスが活発化していくことが予想される。 

上記のような背景を踏まえ、空中発射システムの研究開発では、従来より低コスト、高効率かつ機動

的に小型衛星を打上げることができる先進的打上げシステムを確立することにより、海外衛星打上げ市

場における優位性を獲得し、小型衛星の打上げビジネスに係る国際市場の獲得を目指す。 

 

予算額等（委託）                                        （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２１年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２７年度 USEF 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

- 67,445 150,000 217,445 217,329 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

将来の小型衛星需要動向を調査し、空中発射システムの構想検討を行った。また、ロケット搭載/分

離技術の開発においては、適用する航空機の機種等の影響が尐なく汎用性を確保することが可能な搭

載方式、分離方式を採用した。さらに、空中発射方式による打ち上げメリットを有効に引き出すととも

に、地上インフラを最小限にし、低コスト化を実現できる運用管制方式の構想検討を行った。空中発射

システムの運用を航空法での対応で実施する場合の課題を明らかにすることができた。 
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個別要素技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

１．空中発射シ

ステム運用構

想 

 

 

 

空中発射による衛星

打ち上げ及び運用の

構想検討を行い、技術

的成立性があり、将来

の打ち上げ事業展開

に資する低コストな空

中発射システム運用構

想を策定する。 

小型衛星需要動向

を基に、打上能力の設

定を行い、ベースとな

る空中発射システム運

用構想案を策定する。 

打上能力 150kg（高

度 500km 極軌道）の

空中発射システムとし

て、輸送機を使用した

投下方式、自律飛行、

衛星経由の飛行管制

方式など、将来の衛星

打ち上げ市場参入を目

指した、整合性のある

空中発射システム運用

構想を策定し、開発課

題を明らかにすること

ができた。 

達成 

２. ロケット搭載

/分離技術 

空中発射システムに

不可欠な、航空機にロ

ケットを搭載する技術、

高々度飛行中の航空

機からロケットを安全

に分離する技術、分離

されたロケットの正常

な飛行が可能なロケッ

ト点火のための姿勢安

定化技術について、成

立性を確認する。 

空中発射方式を決

定する。ロケット搭載/

分離技術を確認するた

めにダミーロケットを使

用した高空落下試験の

候補となる航空機及び

試験場の洗い出しを行

う。 

将来の民間による商

業打ち上げ市場参入を

図るために、輸送機を

使用した PDS方式を

選定した。本方式に基

づいた、打上能力解析

において、150kg以上

の打上能力が達成で

きることを確認した。 

また、技術の実証を行

う、ダミーロケットを使

用した高空落下試験の

試験場所及び航空機

に関して複数の候補の

洗い出しができた。 

達成 

３. 運用管制技  空中発射システムの

メリットを最大限に引き

出すとともに、将来の

打ち上げ事業展開に

不可欠な低コスト運用

技術として、ロケットの

自律飛行技術と商用

地球局に依存しない

ロケットの追跡管制方

式の構想検討を行い、

システム構成案を策定

するとともに、技術課

題の洗い出しを行う。 

自律飛行のための

GPS/INSを適用に関

して、技術課題を明ら

かにすることができた。 

また、衛星経由の通信

システムとして、インマ

ルサット社が開発中の

達成 
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衛星を利用した飛行管

制技術の成立性を確

認する。 

低軌道周回衛星用の

端末をベースにロケッ

ト用通信端末を検討す

ることでインマルサット

社と協力関係が構築で

き、技術課題を明らか

にすることができた。 

４. 法規制調査 空中発射システムの

実現に係わる、現行の

国内法規制等の制約

を整理する。また、諸

外国における民間打ち

上げ事業展開に係わ

る法規制の洗い出しを

行う。 

空中発射システム実

現の中核となる、航空

機の利用に係わる課

題を抽出する。 

米国における民間打ち

上げ事業に係わる法

規制等の整理を行う。 

空中発射システムの

運用を航空法での対

応で実施する場合の

課題を明らかにするこ

とができた。 

また、民間打ち上げラ

イセンスに係わる米国

の状況等を明らかにす

ることができた。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

3 

 

総合評価概要 

今後の必要な衛星打ち上げ、その国際状況を把握した上で日本が衛星打ち上げにおいて先進的な技術を

確保することを目指している点で妥当である。また、世界の調査、技術開発から法制度の適用検討まで多くの

活動を行っており、費用に対するアウトプットとして評価される。技術開発は、予算の集中投入によって加速で

きるが、法規制等の適正化には時間が掛かるので、今後も持続的に進めてほしい。早期の実験実施によっ

て、事業化の有用性を判断すべきである。 

なお、小型衛星打ち上げ手段として、空中発射が最善の方法であるかは自明ではない。小型衛星国際市場

を獲得するためには、本開発が実用化を目論む 2020 年頃の予測価格と比較し、より低コスト化につながる包

括的な活動に取り組むべきである。 

選定した方式（空中投下、PDS（Platform Delivery System）方式）は、既に米国で例があるものの、投下後の

姿勢、点火のタイミング等、実用化にいたるまでに多くの検討課題がある。現時点では具体的な実証は行われ

ておらず、さらに検討した上で、十分な実証試験等が必要である。 
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今後の研究開発の方向等に関する提言 

空中発射システムは、日本が得意とする改良技術開発であり、今後、技術開発と共に、実機規模に近

い試験実施も含めて制度整備が滞り無く進むことに期待する。 

空中発射システムの研究開発では、実現に向けた戦略的なロードマップなどの検討も考慮する必要があ

る。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｃ．宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業 

上位施策名 経済成長（技術革新の促進・環境整備、ものづくり産業振興） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

我が国企業は、衛星等のコンポーネントについては技術力を有するものの、宇宙実証の機会が尐ない

ため、国際競争力のある分野はごく限定的である。さらに、我が国衛星市場の頭打ちに伴い、近年、国内

の宇宙機器部品メーカの市場からの撤退が進んでおり、部品調達に支障をきたしている。他方、我が国

の衛星に従来用いられてきた MIL 規格（アメリカ国防総省が制定した米軍物資調達規格「Military 

Standard」の略。）部品は、信頼性が高い反面、高価、低機能、納期が長いことに加え、国内の生産量が

尐ない。また、MIL部品の輸入時には、輸出規制（ITAR）手続きの影響により、納入遅延や仕様変更等が

発生し、衛星開発に悪影響を与えることが尐なくない。このような状況の中、我が国宇宙産業の成長や国

際衛星市場への参入を進める方法の一つとして、我が国企業が得意とする安価かつ高機能な民生部

品・民生技術の衛星への転用を進め、信頼性を確保しつつ衛星の低コスト化、高機能化等を図ることが

必要となる。 

このため、我が国が得意とする安価で高機能な民生部品・民生技術を選定して地上模擬試験及び宇

宙実証試験を実施する。その結果、これらを宇宙等の極限環境に適用するための民生部品・民生技術

のデータベース、選定評価及び適用設計ガイドライン等の知的基盤を構築する。 

本事業を通じて、民生部品（CPU、メモリ等）・民生技術を活用する知的基盤を整備すること等により、

衛星・コンポーネントの低コスト化、高機能化、短納期化を実現し、我が国宇宙産業の国際競争力を強化

する。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１１年度 平成２７年度 平成１６年度 平成２３年度 USEF、NEC 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

490,000 900,000 400,000 28,462,420 28,134,349 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 平成 15 年 10 月 30 日に打ち上げた実証衛星 1 号機は軌道上運用を継続し、平成 17 年 10 月 31

日に軌道上運用を終了し 11月 1日に停波して宇宙実証試験を終了した。また、実証衛星 2号機は

平成 22年 6月 2日に打ち上げられ、平成 23年 6月に軌道上運用を終了し宇宙実証試験を完了する

見込みである。 
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これまでの地上模擬試験の結果、及び上記 2回の宇宙実証試験の結果を反映し、第二次の民生部

品・民生技術データベース、民生部品・民生技術選定評価ガイドライン及び民生部品・民生技術適

用設計ガイドラインを策定する見込みであり、今回の目標を達成できる見通しを得た。 

 

個別要素技

術 

目標・指標 

（中間評価時点） 

成果 

（中間評価時点） 

達成

度 

①民生部品・

民生技術の

極限環境適

用技術 

衛星製造等に転用可能性を有する民生

部品・民生技術に対し宇宙等極限環境を

模擬した地上模擬試験を実施し、その試

験結果から民生部品・民生技術データベ

ースを構築する見通しを得る。ここにデー

タベースへの累積登録品種数は 200品種

以上とする。 

地上模擬試験を実施し、その

試験結果から民生部品・民生

技術データベースを構築でき

る見込みである。ここにデー

タベースへの累積登録品種

数は 219品種となった。 

 

 

 

達成 

民生部品・民生技術データベース及びそ

れに基づき選定した民生部品・民生技術

の実証衛星1号機及び2号機の宇宙実証

試験のデータ等に基づき、第二次の民生

部品・民生技術選定評価ガイドラインと民

生部品・民生技術適用設計ガイドラインを

構築する見通しを得る。ここに実証衛星 2

号機への民生部品・民生技術適用数は

30品種以上とする。 

第二次の民生部品・民生技

術選定評価ガイドラインと民

生部品・民生技術適用設計

ガイドラインを構築できる見込

みである。ここに実証衛星 2

号機への民生部品・民生技

術適用数は 74品種となった。 

 

 

 

 

達成 

②極限環境

で使用する

機器等の開

発支援技術 

実証衛星開発への適用結果に基づき、極

限環境で使用する機器等の設計の省力

化、情報管理の迅速化、製造・試験期間

の短縮化に関する効果を定量的に評価

する見通しを得る。 

設計の省力化、情報管理の

迅速化、製造・試験期間の短

縮化に関する効果を定量的

に評価し、有意な効果を確認

の見込みである。 

 

 

達成 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

86 15 
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総合評価概要 

実証衛星 SERVIS 1 号及び 2 号による実証によって着実に成果を上げていることは評価できる。民生部品・

民生技術のデータベース及びガイドラインを合わせて作成したことは利用者の利便性向上の意味で高く評価

でき、衛星の低コスト化、高機能化、小型軽量化、短納期化が進み、国際競争力の強化につながるものであ

る。本事業の継続発展において、開発に貢献した日本企業に有利な標準化が進むことを期待する。SERVIS 3

号機によって、さらに多くの民生技術・部品のデータベース化ができることは喜ばしい。 

なお、本事業において作成したデータベース及びガイドラインの活用状況に関する調査により力をいれるべき

と考える。ユーザー側からの要望も尐なからずあるはずであり、それを上手く取り入れる体制があれば、より良

いデータベース構築ができると考える。また、目標を個数（件数）とすることは、データベースの初期段階では

有用であるが、今後はデータベースの利用率に係わる指標を目標設定すべきである。民生品の入れ替わりサ

イクルはとても早いため、より高頻度での実証機会も必要となる。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

民生技術・部品の宇宙実証（SERVIS 衛星）によるデータベースを活用して国際標準化する方法

を探せないか。日本は国際的な戦略に劣るので、日本の優れた材料や部品で国際的な戦略を立てる

のが望ましい。 

民生技術・部品は、入れ替わりサイクルが早いため、宇宙実証を継続的に実施する必要がある。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｄ．石油資源遠隔探知技術の研究開発 

上位施策名 資源エネルギー・環境政策（石油・天然ガス・石炭の安定供給確保） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

 石油等の資源に恵まれない我が国において、その安定供給の確保を図ることは、国民の安全・安

心な生活の実現及び産業インフラの確保の観点から、国家基盤として必須の重要課題である。 

 衛星を活用したリモートセンシング（遠隔探知）技術には、①産油国との調整を経ずに、開発の

有望性に関する評価が可能、②一度に広範囲の地域の分析が可能、③立入りが困難な地域の分析が

可能、等の利点がある。 

 本事業においては、「E.極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発/次世代

合成開口レーダ等の研究開発」において開発された ASTER（光学センサ）及び PALSAR（レーダセン

サ）より取得されたデータを用いて、以下の業務を実施する。 

（１）利用技術開発 

 人工衛星から取得される画像データを用いて、石油ガス資源探鉱の効率化、権益確保のための事

前情報取得など、石油ガス資源の安定供給確保に貢献できる衛星データ利用技術開発を行う。 

（２）衛星データ品質管理・地上システム運用 

 ASTER及び PALSARデータの品質管理と同地上システムの運用を行う。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

昭和５６年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２７年度 AIST、ERSDAC 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

1,600,000 1,476,690 1,188,499 68,123,756 64,432,684 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 概ね計画通り順調に進んでいる。前回評価で指摘のあった PALSARの打ち上げ遅れに起因する未

達成の部分については、その後の運用において、当初の目標を大幅に上回る観測数、処理数、配付

数を達成した。なお、PALSAR については、本評価の対象期間以後ではあるものの、平成 23年 5月

にその運用を停止したため、今後、PALSAR に係る業務に関しては、目標の再設定等を行う必要が

ある。 

 

 



xix 
 

個別要素技術 目標・指標（中間時点） 成果 達成度 

①石油ガス探査

利用手法確立 

石油ガス鉱床タイプや地表状況等に応

じた資源探査利用手法の確立、及び資源

ニーズの変化に対応した利用手法を確立

すること。各項目の利用手法確立に必要

な事例件数の実施を指標とする。 

背斜/植生、背斜/露岩、断層/植

生、断層/露岩の利用手法がほぼ確

立された。また、非在来型資源及び大

規模油田生産量監視については衛星

データ利用可能性が確認された。 

達成 

②広域地質・資

源情報マップ整

備 

 衛星から得られる情報を利用しやすい形

式に加工し、３つのマップを整備する。 

(ア)ASTER GDEMの高精度化(ver.2)の整

備 

 

(イ)オイルスリックデータベース構築のスク

リーニング完了 

(ウ)地質情報データベースとして、時系列

衛星データセット整備、堆積岩区分システ

ム開発、東アジア数値地質図整備、及び

その統合利用システムの開発を行う。 

 

以下の各項目が開発・実現された。 

 

(ア)ASTER GDEMの空間分解能の向

上、欠損域の低減を行い、ver.2を完

成させた。 

(イ)２２海域について、オイルスリック

の概査が完了した。 

(ウ) 地質情報データベースとして、以

下が完了した。 

・東アジア・アフリカ地域時系列衛星デ

ータセット整備 

・堆積岩区分プロトタイプシステム開発 

・500万分の１アジア数値地質図作成

及び国際標準形式の配信準備 

・地質情報統合利用システムの基本

部位開発 

達成 

③解析アルゴリズ

ム開発 

衛星データ利用を促進するために、実用

化をめざした解析アルゴリズムを開発す

る。 

（ア）土壌水分推定アルゴリズム開発 

 

（イ）PALSAR再生処理技術開発 

 

（ウ）干渉 SAR技術実用化 

 

（エ） 居住地マッピング整備 

 

 

（オ）PALSAR DEM処理高度化 

 

 

（カ）森林バイオマス抽出技術開発 

以下の各項目が開発・実現された。 

 

 

（ア）土壌水分推定アルゴリズム開発

に必要な現地データ取得が完了。 

（イ）SAR再生処理の高速化、種々の

機能追加が完了。 

（ウ）干渉SAR技術実用化ではGPSを

併用した高精度化を確認。 

（エ）居住地マッピングでは、PALSAR

併用により都市域と非都市域の分類

精度を向上。 

（オ）PALSAR DEM作成処理では、ス

タック処理により高精度化が図られ

た。 

（カ）森林バイオマス抽出技術が完成

達成 
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 され、特許申請を行った。 

④衛星データ品

質管理 

ASTER及び PALSARの校正検証により

品質管理を行い、所定の精度を確保する

こと。 

  期間中の衛星データ品質が定めら

れた精度内に収まっていることを確認

した。 

達成 

⑤ ASTER 及 び

PALSAR 地上シ

ステム運用 

定常運用を行い、目標とした観測データ

の全量入手・保存、標準・高次プロダクト

の生産、配付数を達成する。 

期間中の観測データの全量入手・

保存、標準・高次データのユーザへの

タイムリーな提供、配付数等の数値目

標は ASTER、PALSAR とも達成され

た。 

達成 

⑥次世代アーカ

イブシステム研究 

ASTERおよび PALSARデータのアーカ

イブシステムとして、1.0 PB以上のストレー

ジを保有し、ASTER全量データおよび

PALSARの一部データのアーカイブを実

現する。 

アーカイブデータは新たに2種類以上の

最新の高度化アルゴリズムを追加し、1日

2万シーン以上の標準および高次処理行

う。 

データ提供システムとして，2種類以上

の OGC標準に対応したシステムの構築を

行う。 

ASTER全量および PALSARの一部

データのアーカイブを完了。 

ASTERの高度化アルゴリズムは 4

種類以上更新され、1日 2万シーンを

超える処理が可能となっている。 

OGC標準への対応として、ブラウズ画

像には WMSサービスを、カタログデー

タには CSW を採用している。 

ストレージ容量、高度化アルゴリズ

ムの数、1日の処理シーン数および国

際標準への対応の全てにおいて目標

を達成している。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 前回評価時から、実施する業務内容の変更等があったため、一部の目標の変更を行った。 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

70 1 

 

総合評価概要 

経済産業省が開発を行った ASTERセンサ及び PALSARセンサによる地球観測データの有効活用が図られて

いる。特に本事業の目的でもある衛星センサによって取得される画像データを用いて石油資源の遠隔探知を

行う技術は、資源・エネルギー供給の円滑化を図るものとして意義が大きく、多くの成果を挙げている。なお、

ASTER GDEM（ASTER Global Digital Elevation Model：ASTER全球三次元地形データ） ver.2は、精度の高

い標高データを世界に対して提供した特筆に値する優れた成果であり、地質情報データベース等とともに、幅

広いユーザーが利用できるようになっていることは大きな価値がある。 

 また、本研究開発では、衛星データを継続的に利用していくために、地上システムの運用及びセンサの劣化

に関する品質管理が着実に行われていることも評価できる。 
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 今後は、次世代アーカイブシステム研究について、ASTER、PALSAR データだけに限定せず、国の基盤衛星デ

ータ、基盤地理空間データ（DEM、土地被覆データ）の管理システムとして、発展させていくことなども必要であ

る。 

 なお、本事業に関しては、上述のとおりその意義は理解できるが、明確な成果を国民に対して定量的に説明

できる必要がある。利用分野であるので、事業化についてはもう尐し注力する必要があるとともに、評価指標

については、何をもって手法の確立とするかなど、明確な指標設定が望まれる。加えて、長期的な観点で進め

る事業であることはそのとおりであるが、長期にわたる事業であるならばフェーズに分けて重点化するなどの

取組も必要ではないかと考えられる。 

 また、取得できたデータの分析を国独自でも進める仕組みの構築やデータを閲覧できるユーザーの条件検

討など、今後、取り組むべき課題も考えられるところである。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ｅ．極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発 

／次世代合成開口レーダ等の研究開発 

上位施策名 資源エネルギー・環境政策（石油・天然ガス・石炭の安定供給確保） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

 石油等の資源に恵まれない我が国において、その安定供給の確保を図ることは、国民の安全・安

心な生活の実現及び産業インフラの確保の観点から、国家基盤として必須の重要課題である。 

 衛星を活用したリモートセンシング（遠隔探知）技術には、①産油国との調整を経ずに、開発の

有望性に関する評価が可能、②一度に広範囲の地域の分析が可能、③立入りが困難な地域の分析が

可能、等の利点がある。 

 本事業においては、1992 年～1998年に運用された我が国初の資源探査用衛星である地球資源衛

星 1 号（JERS-1）の後継機として、ASTER（光学センサ）及び PALSAR（レーダセンサ）を開発し、

打上げ後は、その校正・精度評価を実施することによってデータの健全性を維持するとともに、セ

ンサの安定した運用を図る。なお、取得された画像データの利用については、「D.石油資源遠隔探

知技術の研究開発」について実施している。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

昭和６２年度 平成２９年度 平成２３年度 平成３０年度 JAROS 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

117,000 100,000 100,000 30,667,757 29,147,410 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

・ASTER 

 短波長赤外放射計（SWIR）の一部分の運用目標を除いて達成しており、利用者への画像供給も継

続でき、目標を達成できた。（SWIR は平成 20 年 5 月以降、検出器の温度上昇により観測画像が取

得できなくなった。） 

・PALSAR 

 定常運用及びそれに続く後期運用の中で機器の正常な運用を維持し、発生した異常事象について

も、適切な対処等により、利用者への画像供給も継続でき、目標を達成できた。なお、評価対象期

間外ではあるが、平成 23 年 5 月に ALOS 衛星本体が電力異常により運用を終了したことに伴い、

PALSARの運用も終了した。 
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ＡＳＴＥＲの評価指標と評価結果 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 運用の評価結果 

１． システム/CSP/MPS    

１．１ 動作確認   ① 正常動作の確認 目標達成 

１．２ 温度テレメトリ ① 正常値の確認 目標達成 

１．３ 電圧値 ① 正常値の確認 目標達成 

１．４ 電流値 ① 正常値の確認 目標達成 

１．５ 寿命管理、特性値管理 ④ 設定範囲内の確認 目標達成 

２． VNIR    

２．１ MTF（空間周波数特性） ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．２ 過渡応答 ② 仕様満足の確認   目標達成（注２） 

２．３ ダイナミックレンジ ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．４ バンド間レジストレーション ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．５ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

２．６ 温度制御特性 ① 正常値の確認 目標達成 

２．７ 光学校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．８ 暗時校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．９ 電気的校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．１０ 走査幅 ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．１１ 立体視角 ② 仕様満足の確認 目標達成 

３． SWIR    

３．１ MTF（空間周波数特性） ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．２ ダイナミックレンジ ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．３ 画素間感度偏差 ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．４ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

３．５ 過渡応答 ② 正 値の確認 （注３） 

３．６ 冷却性能 ① 正常値の確認 （注３） 

３．７ 温度制御 ① 正常値の確  （注３） 

３．８ オフセット ③ 仕様範囲内に校正 （注３） 

３．９ 校正機能 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４． TIR    

４．１ 感度偏差 ② 仕様満足の確認   目標達成（注２） 

４．２ 光学校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．３ 暗時校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．４ 電気校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．５ 経年変化評価 ① 正常値の確認 目標達成 

４．６ 検出器温度 ① 正常値の確認 目標達成 
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４．７ チョッパ温度 ① 正常値の確認 目標達  

４．８ 黒体温度 ① 正常値の確認 目標達成 

４．９ 画像信号出力 ② 仕様満足の確認 目標達成 

４．１０ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

（注１） 評価方法 

   ①テレメトリデータの評価、②画像データの評価、③校正データの評価、④データトレンドの評価 

（注２） ＶＮＩＲとＴＩＲは、打上げ後の軌道上運用 10年間でセンサの検出感度が低下している傾向にあるが、機上校正

を行い、画像処理に必要な感度補正を行っている。 

（注３） SWIR は平成 20（2008）年 5 月以降、検出器の温度上昇により観測画像の取得ができなくなったため、当該項

目の目標は未達となった。本不具合はトラブルシューティングにおいて回復不能との処置により、平成 21年度

以降は適用外とする。 

 

ＰＡＬＳＡＲの評価指標と評価結果 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 

平成２０～２３年度 

の評価結果 

１． 電子機器部    

１．１ 校正モード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．２ REVモード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．３ 観測モード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．４ データトレンドの確認 ④ 変動値の確認 目標達成 

２． 送受信モジュール    

２．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

２．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

２．３ 送信出力 ③ 正常値の確認 目標達成（注２） 

２．４ 水平偏波移相量 ③ 正常値の確認 目標達成 

２．５ 垂直偏波移相量 ③ 正常値の確認 目標達成 

３． 信号発生部    

３．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

３．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

３．３ チャープ変調 ③ 正常値の確認 目標達成 

４． 送信部    

４．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

４．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

４．３ 送信出力 ③ 正常値の確認 目標達成 

４．４ パルス幅 ③ 正常値の確認 目標達成 

４．５ 校正信号出力 ③ 正常値の確認 目標達成 

５． 受信部    

５．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 
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５．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

５．３ 受信系利得 ② 正常値の確認 目標達成 

５．４ ノイズレベル ③ 正常値の確認 目標達成 

５．５ アッテネータ設定パラメータ ① 正常値の確認 目標達成 

６． データ処理部    

６．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成（注３） 

６．２ ダイナミックレンジ ② 正常動作の確認 目標達成 

７． システム制御部    

７．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

７．２ 各機器の設定パラメータ ③ 設定値の確認 目標達成 

８． 送受信モジュール 電源   

８．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

８．２ 温度モニタ ③ 正常値の確認 目標達成 

９． 制御分配器    

９．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

９．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

１０． ＲＦ分配器    

１０．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

１１． 電力分配器    

１１．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

１２． ＲＥＶアンテナ    

１２．１ 動作確認 ③ 正常動作の確認 目標達成 

（注１) 評価方法 

①テレメトリデータの評価、②画像データの評価、③校正データの評価、④データトレンドの評価 

（注２）送受信モジュール80台中の1台に送信出力低下が発生した。ＰＡＬＳＡＲの観測上、支障がないと判断される不

具合台数であり、達成度は「目標達成」とした。 

（注３）データ処理部に同期コード異常が発生し、観測データを画像化できないものが発生したが、大半は同期コード

の復元により画像化できた。どうしてもできないものは発生数が運用上許容できる範囲内とＪＡＸＡ側で判断され

欠損として処理された。したがって達成度は「目標達成」とした。 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 無し。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

141 1 

 ※論文数には、講演数やその他の発表も含む。 
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総合評価概要 

光学センサである ASTER と合成開口レーダセンサである PALSAR は、それぞれの長所を活かし、高機能・高

性能な地球観測センサとして十分に効力を発揮している。特に、PALSAR が搭載された ALOS の活躍は一般社

会においても災害監視等で認知度は高く、宇宙利活用の重要性を一般社会に広めるという大きな役割を果た

している。 

また、両センサとも予定通りの運用を達成し、多くの成果を上げているが、本研究開発では運用評価も実施

することで、その技術が次世代の観測センサ開発に引き継がれていることも高く評価できる。 

 なお、目標設定としては、運用面のみではなく、意義のあるデータが取得できたかどうかに着目した設定もな

されるべきではなかったかと考える。また、20年以上にわたる長期間の研究開発であり、世界的に見た時間的

な制約／競争という視点が弱くなっていないか懸念が感じられる。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｆ．ハイパースペクトルセンサ等の研究開発 

上位施策名 資源エネルギー・環境政策（石油・天然ガス・石炭の安定供給確保） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

我が国の石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率は約 20％に過ぎない。エネルギー基本計画（平

成 22年 6月）では、これを 2030年までに 40％以上まで引き上げることを目標としており、国内外におい

て石油資源開発を効率的に進める必要がある。 

上記背景を踏まえ、本事業では宇宙から地球表面を観測する高性能センサである HISUI

（Hyperspectral Imager Suite：高性能のハイパースペクトルセンサとマルチスペクトルセンサの両センサを

合わせたセンサの名称。）を開発している。HISUIの内のセンサの一つであるハイパースペクトルセンサ

は、世界各国で開発が実施されているところであるが、本事業では世界初の衛星搭載用実用ハイパース

ペクトルセンサの開発を目指している。全世界に先駆けて衛星搭載用実用ハイパースペクトルセンサを

実現することにより、石油埋蔵の有望地域を早期に発見し、自主開発比率を高め、我が国への石油資源

の安定供給に資することを本事業の目的とする。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１９年度 平成２５年度 平成２３年度 平成２６年度 JAROS 、NEC 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

1,000,000 2,500,000 2,000,000 5,850,000 5,758,465 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

ハイパースペクトルセンサおよびマルチスペクトルセンサについて、平成１９年度から平成２０年度にか

けて、分光・検出系、高速信号処理系、校正系などについて、要素試作試験を行った結果、最終目標性

能項目について定量的な予測を行い、実現の見通しを得ることができた。 

また、平成１９年度から平成２３年度にかけて、両センサの分光系、検出部、信号処理部、校正部、伝

送系を含めた評価モデルを開発し、軌道上環境での熱環境や機械環境に対する耐性、電磁適合性等に

ついて試験により確認を行った。 

さらにポインティング機能およびデータ圧縮機能についても、評価モデルにより最終目標性能の達成

の見通しを得た。 
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個別要素技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

システム設計・

仕様設計  

 

 

ハイパースペクトルセンサ 

空間分解能 30m以下 

 観測幅 30km 

 バンド数 185以上 

 S/N比 VNIR 450以上 

SWIR 300以上 

 

マルチスペクトルセンサ 

 空間分解能 5m以下 

 観測幅 90km 

 バンド数 4 

S/N比 200以上 

評価モデルによる

試験などにより、最

終目標性能につい

て、達成の見通しを

得る。 

基本設計・詳細設計を

行うことにより、最終目

標性能について実現

の見通しを得た。 

 

達成 

要素試作試験 以下の項目の要素技術開

発を行う。 

・高 S/N比を実現する分

光検出系の開発により、

S/N比、MTFなどの性能

達成の見通しを得る。 

・高精度校正方式の開発

により、ハイパースペクト

ルセンサの波長精度達

成の見通しを得る。 

・高速データ処理系、デー

タ伝送系の開発により、大

容量データ伝送の技術的

達成見通しを得る。 

左記に同じ 左記の要素技術開発

を行うことにより、各性

能の達成の見通しを得

た。 

 

達成 

評価モデル 評価モデルにより下記事

項を確認する。 

・軌道上環境での熱環境

や機械環境に対する耐

性について試験により確

認する。 

・分光検出系、信号処理

部、校正系、伝送系の電

気的な性能確認を行う。 

左記に同じ 評価モデルの設計・製

作・試験を行い下記事

項を確認した。  

・耐熱・機械環境性、電

磁適合性を確認した。  

・分光検出系、信号処

理部、校正系、伝送系

の電気的性能につい

て評価モデル性能試

達成 
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・ポインティング機能およ

びデータ圧縮機能につい

て、達成の見通しを得る。 

験により最終目標性能

の確認を行った。 

・ポインティング機能、

データ圧縮機能の確認

を行い、最終目標性能

の達成の見通しを得

た。 

フライトモデル ハイパースペクトルセン

サ、マルチスペクトルセン

サのフライトモデルを設

計・製作し、地上検証試験

によりセンサ性能目標値

の実現性を確認する。 

衛星軌道上での運用に必

要な各種耐環境性、電磁

適合性についても併せて

検証する。 

長納期の部品につ

いて調達を行う。 

長納期の部品として下

記の部品について、調

達を行った。 

・ハイパースペクトルセ

ンサ SWIR用検出器 

・マルチスペクトルセン

サ用検出器 

・ハイパースペクトルセ

ンサ用集光光学部ミラ

ー 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

    なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

15 2 

 

総合評価概要 

リモートセンシングの重要性及び活用頻度は増え続けており、そのための先端的かつ有用性の高いセンサ

開発への投資は重要である。早期開発によって、次世代のリモセンにおいて日本のセンサ及び衛星の地位を

高めていくことは重要である。また、ハイパースペクトルセンサは可視光から短波長赤外線をカバーする400－

2500 nmの波長に185以上のバンドを持ち、より高精度なデータを得る事が可能である。したがって、地表の石

油資源探査に有効な手段となり得るので、研究開発の意義は大きい。さらに、ユーザーニーズのあった高S/N

比に対応したことや、利用ユーザーである各種機関と「Ｇ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」を

通じて連携し、技術開発のためのセンサとならないようにしていることは評価される。「ユーザーによるコンソー

シアム等を作り、データ利用ビジネス業界との連携を図り」事業化の構想を練る方向性は正しい。 

なお、実際の成果の例示が望ましい。例えば、前回評価指摘事項に対し、12 種の樹種を 70％以上の精度

で分類可能という回答があったが、それ以上の成果はあるのか、また、石油資源探査等には効果はないの

か、等。 

また、将来的な事業化に向けて、海外のハイパースペクトルセンサの技術開発及び事業化情報の収集を期待
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する。事業化という点で考えたときに、商用としてどのようなデータがどのようなユーザーに売れるのかを明確

にした上で、その実現に向けて、海外の同様のセンサとベンチマーキングを実施し、今回開発するセンサの特

徴を出すことが望ましい。したがって、早期に商用利用ユーザーとの密接なコネクションを作り、センサ仕様へ

の反映を目指すべきである。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｇ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発 

上位施策名 経済成長（技術革新の促進・環境整備、ものづくり産業振興） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

我が国の石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率は約 20％に過ぎない。エネルギー基本計画

（平成 22年 6月）では、これを 2030年までに 40％以上まで引き上げることを目標としており、

国内外において石油資源開発を効率的に進める必要がある。 

金属資源に関しては偏在性、有限性等から供給者数が限られ、非鉄メジャーによる寡占化・独占

化が進みやすい特性を有しており、経済安全保障の観点及び供給構造の安定性の確保を図るため、

探鉱能力を左右する探査技術の高度化・効率化を進める必要がある。 

上記背景を踏まえ、本事業では宇宙から地球表面を観測する高性能センサである HISUI

（Hyperspectral Imager Suite：高性能のハイパースペクトルセンサとマルチスペクトルセンサの

両センサを合わせたセンサの名称。）のセンサデータ利用技術・処理技術を開発している。当該セ

ンサデータ利用技術・処理技術により、我が国の石油資源探査や金属資源探査を効率的に進めるこ

とを本事業の目的とする。 

 また、ＨＩＳＵＩによって得られるデータは、波長分解能が非常に高精度なものであるため資源

探査分野に限らず他の利用分野でもその利用価値は高くなっている。例えば、農業分野では、食料

の安定供給という観点から農作物の最適収穫時期を推定したり、森林分野では、植生を把握すると

いう観点から樹種の分類をしたり、環境分野では、環境保全という観点から、天然資源物の保全状

況を監視するという利用手法が考えられている。 

 したがって、本事業では、ＨＩＳＵＩのセンサデータの利用技術・処理技術を確立することによ

り、農業分野、森林分野、環境分野においても、センサデータを有効に活用し、食糧供給の円滑化、

国土保全・管理、地球規模の環境問題の解決等に資することも目的とする。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２７年度 
ERSDAC、AIST、

JOGMEC 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

342,774 495,774 400,000 1,532,292 1,520,626 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 
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ハイパーセンサデータを利用した研究として、ハイパースペクトルデータ利用が有効である手法

を開発するとともに、エネルギー・資源分野、農業分野、環境分野等の様々な分野における実利用

化について確認・検討を行った。また、更に、ハイパースペクトルデータ利用者が高品質なデータ

を活用できるようにするため、データの校正・データ処理・運用計画策定等からなる HISUI地上デ

ータ処理システムの構築等の問題点の洗い出しを行った。金属資源探査技術の研究開発では、各種

鉱床タイプを対象としてスペクトルデータに関する検討を行い、ハイパースペクトルデータの高度

利用のための解析評価用システム開発を行った。 

 

個別要素技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

１．実利用化の

ための解析技

術  

１）エネルギー・

資源分野  

 

 

 

 

１．実利用化のための

解析技術 

１）エネルギー資源分

野 

これまでマルチスペクト

ルセンサでは抽出が困

難であった鉱物の識別

などを含め、抽出総数

が２倍以上可能な解析

手法を確立すること。 

 

１．実利用化のための

解析技術の確立 

１）エネルギー・資源分野 

熱水性鉱床の探鉱に有

用と考えられる鉱物を１０

種以上抽出可能な手法

を開発すること。  

 

１）エネルギー・資源分

野  

熱水性鉱床探鉱に有

用な１４種の鉱物抽出

アルゴリズムを開発し

た。  

 

達成 

２）農業分野 ２）農業分野 

農作物の収量や品質

推定等がマルチスペク

トルデータによるものよ

り精度の良いまたは効

率的となる解析手法を

確立すること。 

２）農業分野 

水稲の生育段階を５分

類以上分類可能な技

術を開発すること。  

 

２）農業分野 

茶葉、水稲、小麦の精

度の良い生育段階分

類技術を開発した。特

にインドネシアの水稲

では７段階分類が可能

な技術を開発した。  

達成 

３）環境分野 ３）環境分野 

陸域または水域環境

項目の推定等がマル

チスペクトルデータによ

るものより精度の良い

または効率的となる解

析手法を確立するこ

と。 

 

３）環境分野 

マルチスペクトルデー

タでは困難なサンゴの

白化回復状況を把握

するために、生サンゴ

と底質が分類可能な技

術を開発すること。  

 

３）環境分野 

サンゴの白化からの回

復状況把握のための

底質分類手法を構築し

た。  

 

達成 

４）森林分野 ４）森林分野 ４）森林分野 ４）森林分野 達成 
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樹種分類など森林管

理に必要な情報等が

マルチスペクトルデー

タによるものより精度

の良いまたは効率的と

なる解析手法を確立す

ること。 

 

マルチスペクトルでは

困難な広葉樹の種レベ

ルの分類を含む１０以

上の樹種分類可能な

技術を開発すること。  

 

新たな手法を開発し、

１２種の樹木について

７０％以上の精度で分

類することができた。 

２．センサ校正・

データ処理技術  

１）校正技術 

２．センサ校正・データ

処理技術 

１）校正技術 

ハイパスペクトルセン

サ（特に HISUI）の仕様

に適した校正技術を開

発する。打上前校正と

しての放射量、波長、

幾何補正にかかる校

正技術を開発、打上時

までに、これらの成果

を HISUIセンサに適用

する。また、打上後校

正としてのオンボード

校正機器による校正、

地表ターゲットを用い

た代替校正、他衛星と

の相互校正、さらには

月をターゲットとした月

校正等の技術を開発、

HISUI打上後、速やか

に、これらの成果を適

切に組み合わせて適

用できるようにする 

 

２．センサ校正・データ

処理技術 

１）校正技術 

ハイパースペクトルセ

ンサとしての新たな技

術課題を調査し、品質

保証に影響が予測され

る項目の校正技術の

開発に着手すること。 

１）校正技術 

センサの仕様から生じ

る新たな技術課題を調

査し、次の課題につい

て検討に着手した。分

光画像の波長方向へ

の歪の特性／代替校

正手法の検討／月校

正手法の検討 

達成 

２）データ処理

技術 

２）データ処理技術 

レベル１・レベル２につ

いて処理アルゴリズム

を確定する。 

レベル１はバンド間レ

２）データ処理技術 

幾何補正のために必

要な分光画像の歪を

補正処理する手法を開

発すること。  

２）データ処理技術 

分光画像の空間方向

の歪の処理技術は完

了した。必要な補助デ

ータ、ユーザ要求精度

達成 
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ジストレーション 0.1 ピ

クセル以下、地上位置

精度１ピクセル以下を

目指した処理技術を実

現するアルゴリズムを

開発するとともに、同

記述書を完成させる。 

レベル２については、

処理アルゴリズムの定

常運用への可否の確

定を行い、実装可能な

場合は同記述書を完

成させる。 

 

 

 

評価の調査を実施し、

問題点の洗い出しをし

た。  

３）地上処理シ

ステム  

 

３）地上処理システム 

国際標準に対応したカ

タログサービスおよび

データ配信サービス機

能を備え、商用クラウド

上で動作する HISUIデ

ータ地上処理系を開発

する。 

 

３）地上処理システム 

国際標準化のシステム

検討のため、マルチセ

ンサの模擬データを１

万件以上作成するこ

と。  

 

３）地上処理システム 

カタログサービスの国

際標準化を検討した。

実験用にASTERメタデ

ータを 160万件以上変

換し、ＨＩＳＵＩのマルチ

データは標準化可能で

あることが確認できた。 

達成 

４）運用計画シ

ステム 

４）運用計画システム 

1) HISUIの長期運用計

画を様々な種類のユー

ザニーズや技術的な

制約について最適化し

た形で示すことが出来

るシステムを開発す

る。 

2）HISUIの短期運用計

画を、長期運用計画や

最新の観測実績、様々

な技術的な制約につい

て最適化した形で示す

ことが出来るシステム

を開発する。 

４）運用計画システム 

長期運用計画の最適

化に必要な計画策定ソ

フトウェアの試作するこ

と。 

４）運用計画システム 

運用計画を最適化する

ためのシステムの要求

分析、運用ソフトの試

作し、観測達成率が得

られるようになった。 

達成 
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３．金属資源探

査技術の研究

開発 

１）次世代衛星

データ解析技術

開発（変質帯・

鉱物分類の高

精度化） 

３．金属資源探査技術

の研究開発 

１）次世代衛星データ

解析技術開発 

鉱床に伴う岩石・鉱物

の反射スペクトルデー

タを集積し、鉱物分類

を高精度化するための

解析技術を開発するこ

と。 

 

３．金属資源探査技術

の研究開発 

１）次世代衛星データ

解析技術開発 

各種鉱床タイプに伴う

岩石・鉱物の反射スペ

クトルデータを測定し、

鉱物分類を高精度化

するための解析技術

開発を行うこと。 

 

１）次世代衛星データ

解析技術開発 

鉱床に伴う岩石・鉱物

の反射スペクトルデー

タ測定を実施した。ハ

イパースペクトルデー

タ・スペクトルメータデ

ータ等を用いて詳細な

鉱物識別を行うととも

に鉱物の化学組成、風

化プロセス等について

も検討した。 

達成 

２）金属鉱床タ

イプに応じた総

合解析探査技

術の開発 

２）金属鉱床タイプに応

じた総合解析探査技術

の開発 

鉱床タイプに応じた衛

星データ等による解析

技術を開発すること。

また、ハイパースペクト

ルデータ解析評価用シ

ステムを開発すること。 

２）金属鉱床タイプに応

じた総合解析探査技術

の開発 

複数の鉱床タイプを対

象として衛星データ等

による解析技術開発を

行うこと。また、ハイパ

ースペクトルデータ解

析評価用システムプロ

ト機を開発すること。 

 

２）金属鉱床タイプに応

じた総合解析探査技術

の開発 

５つの鉱床タイプ（レア

アース鉱床、斑岩銅鉱

床、ニッケル白金鉱

床、酸化鉄型銅金鉱

床、高硫化型銅金鉱

床）に関する解析探査

技術開発を行い、解析

手法等を示した。また、

携帯型スペクトルメー

タのプロト機を完成し

た。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

  なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

10 

 

総合評価概要 

ASTERの後継機であるHISUIはハイパースペクトルセンサとマルチスペクトルセンサから構成されるが、高精

度・高品質なデータを継続的に得るために必要なセンサの校正、データ処理、運用計画から成る地上データ処
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理システム構築ができれば、その意義は大きい。センサとしての潜在的利用価値が高い点や実用化のための

解析技術において、４分野の開発目標がそれぞれ具体的であり、それらが達成されていることは評価できる。

また、ハイパースペクトルセンサデータは、いろいろな用途に利用できる可能性を持っており、潜在的なユーザ

ーを多く持っている。このようなセンサ技術において、日本が優位に立つことは大変重要であり、積極的に進め

るべき研究開発である。 

 なお、各種の解析技術の目標は達成されているので、実際にそれが実用化にどうつながるか、すなわち、ユ

ーザーにどう活用できるかが課題となる。データ処理システムは国際標準に則っただけで売れるわけではなく

、利用者にとってのメリット（処理時間が世界最短など）があって初めて売れるものである。他のシステムとのベ

ンチマーキングをし、システムの特徴を明確にすることが望まれる。小型衛星の海外展開に際しても、市場が

本センサをどの程度必要としているかを調査した上での試算があるべきと考える。 

解析事例を増やすことで、ユーザーにとって魅力的で、とりつきやすいシステムとなるよう今後の進展に期待す

る。また、センサデータの商用利用を積極的に進める必要があり、データ販売及び利用に関して、より定量的

な試算が必要。なお、衛星データを農業・環境・森林分野で実利用推進するためには別のプロジェクトが必要

である。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｈ 太陽光発電無線送受電技術研究開発 

上位施策名 資源エネルギー・環境政策（エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

宇宙太陽光発電システムは、発電時の温室効果ガスの排出がなく、地上太陽光発電と異なり昼

夜・天候に左右されることなく発電が可能であることから、将来の新エネルギーシステムとしてそ

の実現が期待されているところであるが、実用化に至るまでに長期的な開発努力と技術の段階的実

証を要することから、本事業では、将来の新エネルギーシステムとして期待される宇宙太陽光発電

システムの中核技術であるマイクロ波による無線送受電技術について、安全性や効率性の確保に不

可欠な精密ビーム制御技術の研究開発を実施し当該技術を確立することにより、宇宙太陽光発電シ

ステムの実現並びにエネルギー源の多様化に資することを目的とする。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２１年度 平成２６年度 平成２３年度 平成２７年度 
USEF、三菱重工、

三菱総研 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

- 149,542 208,064 357,606 357,069 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

将来の新エネルギーとしての宇宙太陽光発電システム（ＳＳＰＳ：Space Solar Power System）の実現

に向け、その中核的技術であるマイクロ波による無線送受電技術を確立することを目的として、設定され

た各項目について所定の成果を上げた。 

 

個別要技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

高効率薄型送

電部の開発 

 (1)送電効率 

研究レベルの高効率 F

級増幅器の効率を低

下させることなくメタル

パッケージ化し、回路

定数等を調整すること

により、増幅器単体効

率 60%以上、送電部

メタルパッケージ化後

の増幅器単体効率は、

パッケージ化前とほぼ

同等の 70%程度を実

現した。試験モデルの

送電装置には数百個

の増幅器が必要となる

が、製造量産精度を考

達成 



xlii 
 

効率 30%以上の達成

についての見通しを得

る。 

慮しても左記目標値を

達成できる見通しを得

た。 

高効率薄型送

電部の開発 

 (2)薄型軽量化 

通常の基板構造概念

にとらわれない方式を

検討し、実現に必要な

構成部品の実現性に

目途を付けて送電モジ

ュール厚み 40mm 以

下の達成についての

見通しを得る。 

アンテナ面と回路基板

を平行に配置し、給電

回路等の工夫により、

送電モジュール厚み

40mm達成についての

見通しを得た。 

達成 

高効率受電用

整流ダイオード

の開発 

 GaＮ半導体等を利用

した高効率整流ダイオ

ードの設計手法を検討

し、予備的な試作を行

うことで RF-DC変換効

率 80%の達成につい

ての見通しを得る。 

GaＮ半導体等を利用

した複数の構造パター

ンを持つ整流ダイオー

ドを試作し、製造技術

と高効率化に必要なパ

ラメータの抽出並びに

目標値の設定を行っ

た。今後さらに検討を

進める こ と に よ り 、

RF-DC 変換効率 80%

を達成できる見通しを

得た。 

達成 

位置・角度補正

法(PAC法)及び

並列化法による

送電制御技術 

 解析により有効性の確

認を行う。また、各方式

について研究し、解析

及び要素試作試験に

よる確認を進め、実現

性の見通しを得る。 

将来 SSPSでの有効

性確認を行い、伝送効

率の低下量：0.4%(目

標値 1%以下)、不要波

の発生レベル：

0.1W/m
2
 （目標値

0.3W/m
2
以下）の結果

を得た。 

また実現性についても

解析及び要素試作試

験を行い、定量的な見

通しを得た。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

無し。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

9 1 
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総合評価概要 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、エネルギー問題、環境問題を解消する将来システムとして有望であり、

技術的課題が多く長期的な視野が必要であることから国の研究開発として取り組むべきものである。 

 本事業では無線送受電技術の開発を行っているが、30％以上の送電効率と送受電モジュール厚さ 40 ㎜以

下の達成見込みを得ていることは評価できる。 

 なお、SSPS の構築に向けては無線送受電技術だけでなく、打上げコストや軌道遷移コスト等、その他にも解

決すべき課題が多い。全体システムの完成までを考えるとすれば、それぞれの課題を着実に解決すべきであ

る。 

 またすぐには実現できない長期的な研究であるからこそ、常にどのような前提に基づき、どのようなシステム

を想定し、どのようなメリットがあるのかを示すとともに、多くの人に理解してもらう活動をあわせて行うべきであ

る。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 

Ｉ．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェク

ト） 

上位施策名 経済成長（技術革新の促進・環境整備） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

 次世代衛星に要求されるミッションの大型化・高度化に伴う搭載機器の高密度実装、及び発熱量

の増大に伴う発熱密度の増加、推進薬の増大等に対応するために必要不可欠な以下の技術開発を行

う。 

（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術 

 3 次元結合ヒートパイプ網技術の開発及びそれを使った３次元排熱制御技術の開発を行う。 

（２）次世代イオンエンジン技術 

 小推力による緻密な姿勢・軌道保持制御が可能になるとともに、大型衛星の姿勢・軌道修正に適

合しつつ衛星重量の低減と目標衛星寿命の確保が期待できる推力 200mNクラスの次世代イオンエ

ンジンの開発を行う。 

（３）測位用擬似時計 

 衛星の水晶発振器を地上局の原子時計に同期させて時刻管理を行う技術の開発を行う。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１５年度 平成２３年度 平成２０年度 平成２３年度 USEF、JAXA 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 
総執行額 

（H22FY は繰越のため未確定） 

660,000 600,000 400,599 5,557,278 5,085,556 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 開発要素となった３項目とも、当初の目標を達成した。なお、「衛星構体の高排熱型熱制御技術」

「測位用擬似時計技術」において得られた成果は、準天頂衛星初号機「みちびき」に搭載され、平

成 22年 9月 11日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。 
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（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術 事後評価時点 

目標項目 成果 達成度 

≪主目的≫ 

3 次元ヒートパイプネット

ワーク構成技術を開発

し、準天頂衛星の排熱能

力目標 5kW 以上の実現

性を地上試験で実証す

る。 

(1)第 1 期の成果に基づき、全排熱面有効利用技術システム構成要

素仕様ならびに全排熱面有効利用技術の設計仕様を作成し、そ

の妥当性を確認した。 

(2)第 1 期の成果に基づき、3 次元ヒートパイプネットワーク認定およ

び検証モデルの試験結果を反映した次世代高排熱型衛星構体各

部の熱解析モデルを構築した。 

(3)上記で構築した熱解析モデルを用いて、軌道上熱解析を実施し、

3 次元ヒートパイプネットワークシステムの熱制御性能の妥当性を

確認・評価した。 

(4)3次元ヒートパイプネットワークおよび構成技術の認定および検証

モデルの設計・製作を行ない、衛星に搭載できる機能・性能を有し

ていることを地上検証試験で評価・確認した。なお、検証モデルは

評価の目的により、下記の 2種類のモデルを製作した。 

(a)フライト品質確認用検証モデル 

(b)熱制御性能確認用検証モデル 

(5)高熱輸送ヒートパイプおよび高熱伝達ジョイント認定モデルによる

試験の結果に基づき、検証モデルの設計・製作及び試験を実施し

た。その結果に基づき、検証モデルを製作し両者の組合せによる

適合性を確認した。 

(6)認定および検証モデルによる地上試験結果に基づき、地上検証

試験技術の要求仕様の制定と検証計画とその詳細手順を制定し

た。 

(7)3 次元ヒートパイプネットワークの熱解析モデル化および設計手

法の体系化を実施した。 

(8)製作した 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モデルにより、本研

究開発目標である排熱能力 5kW以上を地上試験にて実証した。 

達成 

≪制約条件≫ 

太陽光が照射されるパネ

ル温度は 50～60℃、太陽

光の入射が無いパネル

は、35～45℃の範囲に保

持されること。及びヒート

パイプについては単位質

量当りの熱輸送能力が

0.38Ｗm２/g 

以上であること。 
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（２）次世代イオンエンジン技術 事後評価時点 

目標値 成果 達成度 

電源入力 5kW以下に

て、スラスタ性能目標値

として、推力 250mN以

上、比推力 1,500秒以

上の実現性 及び 寿命 

3,000時間以上の実現性

を地上検証試験で実証

する。 

１．寿命試験終了時の推力測定で下記性能を確認した。 

  ・スラスタ消費電力：4.65kW（PPU入力 5kW相当） 

  ・推力：253.5mN 

  ・比推力：1,697秒  

 

２．寿命試験において、推力 250mN相当の動作点で 3,006時間のス

ラスタ噴射を実施し、3,000時間以上の寿命を確認した。 

達成 

 

（３）測位用擬似時計技術 事後評価時点 

目標値 成果 達成度 

擬似時計システム構成

機器を使った地上評価

試験及び静止衛星を用

いたアルゴリズム実証試

験により、擬似時計時刻

に関して準天頂衛星シス

テム時刻への同期精度

10ns以上実現性の見込

みを得ていることを確認

する。 

(1) (1)実際の準天頂衛星で送信される L1, L2, L5帯の測位信号を使っ

た擬似時計アルゴリズムを開発し、2 ns以下で同期できる見通しが

計算機シミュレーションと地上評価試験で得られた。 

(2) 静止衛星（JCSAT-1B）を用いた実験で、10 ns以内 の同期実

験結果が得られている。ただし、用いている装置は擬似時計実証

用に準備した装置である。仰角の低い Intelsat-4 を用いた実験で

も 2 ns以内の同期誤差で同期実験結果が得られた。 

達成 

 

100,000秒以上における

長期安定性１×10-13以

上の確保及び擬似時計

システム構成の実現性

の見込みを得ていること

を確認する。 

(1) 地上評価試験で、停波の有無にかかわらず、10万秒で 1.4×

10E-14程度の安定度が得られた。 

達成 

 

準天頂測位衛星を用い

た実証実験を実施する 

 

準天頂衛星に擬似時計制御ソフトウェアを搭載し、平成 22年 12月

から、軌道上技術実証実験を実施した。同期精度 0.3 ns、10万秒で

4.43 ×10E-15の安定度が得られた。 

達成 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし。 
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＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 

（出願を含む） 

48 1 

 ※論文数には、講演数やその他の発表も含む。 

 

総合評価概要 

既に社会インフラと化した測位システムを自国でまかなうことは、必須の課題であり、GPSの補完的役割を果

たす準天頂衛星の開発は重要である。また、準天頂衛星への活用のみならず、国際競争において優位性を保

つための次世代衛星技術の開発としての本プロジェクトの意義は大きい。要素技術それぞれにおいても目標

が達成されており、その成果の準天頂衛星へ搭載、あるいは、今後開発予定の衛星への搭載の動きが進ん

でいることは評価できる。 

 なお、次世代衛星基盤技術として、なぜ、この 3 つ（衛星構体の高排熱型熱制御技術、次世代イオンエン

ジン技術、測位用擬似時計技術）の技術開発が選ばれたのかを明示しておく必要があったと感じられる。イ

オンエンジンについては、本プロジェクトの目標は達成しているが、実際には、運用期間終了後も故障するま

で使用されることを考えると、もう尐し長い設定が必要であったのではないかと考えられる。また、今後の衛星

販売ビジネスにおける体系的な戦略なども描けるとよいと思われる。 
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評点結果 
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技術に関する事業 

 

技術に関する 

事業名 
Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）  

上位施策名 資源エネルギー・環境政策（省エネルギーの推進） 

担当課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 

事業の目的・概要 

 準天頂衛星システムの構築に不可欠な基盤技術として産業競争力強化にも直結する衛星の高

度化、長寿命化等に関する技術及び我が国の次世代を担う衛星に不可欠な基盤技術として「異種

材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術」の開発を行う。以下は、開発要素である。 

①熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

②複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

③異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成型技術の開発 

④宇宙空間における技術実証試験の実施 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１５年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２３年度 USEF、JAXA 

H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額 

617,000 600,000 255,000 3,873,991 3,795,600 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 開発要素となった３項目とも、当初の目標を達成した。なお、得られた成果は、準天頂衛星初

号機「みちびき」に搭載され、平成 22年 9月 11日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。 

 

事後評価時点の目標に対する達成度 

目標値 成果 達成度 

(1)熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

 CFRP 構造体の使 条件および製造条

件（材料の種類、温度条件等）による

熱特性、成形歪の解析シミュレーショ

ンツ ルを開発すること。 

解析ツールを開発し、解析を実施した。従来方式

の設計ツールでは評価することのできなかった金

型影響、硬化収縮影響、製造法影響を評価する

ことが可能となった。  

 

 

達成 

(2)複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

 精密大型構造体の主構造となる一体

成形CFRPシリンダ（約 3m長×1m径）

精密な複雑形状を有する CFRP シリンダ(直径

1.3m×高さ 3.8m)の設計・製造技術を開発した。ま
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技術を開発する。 た、開発モデル・認定モデル・検証モデルの製作・

検査・試験（打上げ環境を考慮した静荷重試験と

音響試験）および準天頂衛星での軌道上実証を

実施して、開発した技術が妥当であることを確認

した。検証モデルの写真を図 3-2-Ｊ -1に示す。  

 

達成 

(3)異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成形技術の開発 

 異なる材料による接合部分を有する

パネル構造体(約２m 立方)において、

使用温度範囲-30℃～+70℃において

熱歪みによる破壊を生じないこと及び

パネルの尐なくとも一方向の線熱膨張

率が 5ppm／℃以下であること。 

衛星への実機搭載を想定した仕様設定を行った

パネル構造体(2.3m×2.4m)において線熱膨張率

4.95ppm/℃を達成した。 

-40℃～+80℃の熱サイクル試験においても熱歪

みによる破壊は生じていないことを確認した。検

証モデルの写真を図 3-2-Ｊ-2に示す。 

 

 

 

達成 

(4)衛星構体の軽量化 

 衛星構体について打上げ環境・軌道

上環境に適合し且つ衛星構体重量削

減目標 10%以上の実現性を地上検証

により実証する。 

 

上記(2)項に示すように、開発したシリンダが打上

げ環境・軌道上環境に適合することを地上検証お

よび準天頂衛星での軌道上実証により確認した。

また、上記(1)～(3)項の成果を全て活用すること

により、次世代衛星において 10.5%の重量削減が

可能であることを確認した。 

 

 

達成 

 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

 なし。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 

6 

 ※論文数には、講演数やその他の発表も含む。 

 

 

総合評価概要 

Ｉ．の研究開発と表裏一体をなすものであり、ともに準天頂衛星を例に、次世代衛星基盤技術開発の確立

を目指すものとして意義が大きい。本技術開発は、衛星全体の軽量化に対するインパクトの高い研究であ

り、数値目標も達成している上、開発中の商用衛星への適用など、研究開発から事業化までがリンクしてい

る点が評価できる。 

 なお、CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics：炭素繊維強化プラスチック）に関する研究は、大学や研

究機関においても多く実施されており、これら組織との協力体制を図るとともに、世界を視野に入れた競合他

者との比較等、本技術の立ち位置を明確にすることも望まれる。日本の得意分野である複合材料技術を生

かして、積極的に国際標準化を推進する等の戦略的視点をもつのが望ましい。 
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評点結果 
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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改定、以下「評価指針」

という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員会（平成２１年１月２

８日）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、実施した。 

 

１．評価の目的 

 以下の（１）～（４）を目的として評価を実施した。 

  (1) より良い政策・施策への反映 

     評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮される

ような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・

施策の形成等につなげること。 

  (2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

  評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望

な優れた研究開発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効

果的・効率的に推進すること。 

  (3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

  高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、

一般国民にわかりやすく開示すること。 

  (4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

  評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の

配分へ反映させることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、

研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続

してつなげることなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化・

迅速化に資すること。 

 

 また、評価の実施に当たっては、以下の①～④を基本理念として実施した。 

  ① 透明性の確保 

  推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その

内容について広く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明

で公正な評価システムの形成、定着を図るため、評価手続、評価項目・評価

基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ明確に定め、これを公開

することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするとともに、評

価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 
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  ② 中立性の確保 

  評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部

評価の導入等により、中立性の確保に努めること。 

  ③ 継続性の確保 

  技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけ

ではなく、評価とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロ

セスを繰り返していく時系列のつながりにも意義がある。したがって、推進

課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する施策・事業の企画立案等

に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価を行う

こと。 

  ④ 実効性の確保 

     政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断

するための効率的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確

立・維持するとともに、技術に関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評

価者及び被評価者双方に過重な負担をかけることのない費用対効果の高い評

価を行うこと。 

 

２．評価者 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、技術に関する施策、技術に関する事業（プ

ロジェクト等）の目的や研究内容に即した専門家や経済・社会ニーズについて指摘

できる有識者等から評価検討会委員名簿にある５名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省製造産業局航

空機武器宇宙産業課宇宙産業室が担当した。 

 

３．評価対象 

技術に関する施策「宇宙産業プログラム」 

技術に関する事業 

Ａ．小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：平成２０年度から平成２４年度） 

Ｂ．空中発射システムの研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：平成２１年度から平成２６年度） 

Ｃ．宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト） 
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（実施期間：平成１１年度から平成２７年度） 

Ｄ．石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：昭和５６年度から平成２６年度） 

Ｅ．極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発／ 

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：昭和６２年度から平成２９年度） 

Ｆ．ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：平成１９年度から平成２５年度） 

Ｇ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：平成１８年度から平成２６年度） 

Ｈ．太陽光発電無線送受電技術研究開発（プロジェクト） 

（実施期間：平成２１年度から平成２６年度） 

Ｉ．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 

（プロジェクト） 

（実施期間：平成１５年度から平成２３年度） 

Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発） 

（プロジェクト） 

（実施期間：平成１５年度から平成２２年度） 

 

を評価対象として、研究開発実施者（財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構、日

本電気株式会社、財団法人資源・環境観測解析センター、独立行政法人産業技術総合研

究所、財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構、独立行政法人石

油天然ガス・金属鉱物資源機構、三菱重工業株式会社、株式会社三菱総合研究所、独立

行政法人宇宙航空研究開発機構）から提出された資料をもとに、技術に関する事業（プ

ロジェクト）の評価を行うとともに、それらの事業評価の結果を踏まえて、各事業を俯

瞰する形で各事業の相互関係等に着目し、技術に関する施策の評価を実施した。 

 

４．評価方法 

第１回評価検討会においては、・担当課、研究開発実施者からの資料提供、説明及び

質疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて、第２５回産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（平成２１年１月）において審議・了承された「技術に関す

る施策の評価」の評価項目（施策の目的・政策的位置付け、施策の構造及び目的実

現の見通し、総合評価）、「プロジェクト評価における標準的評価項目・評価基準」

に従い評価を実施し、今後の研究開発の方向等に関する提言をいただいた。技術に

関する事業評価については、加えて３段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)
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を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．評価項目 

【技術に関する施策】 

  ○施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の目的の妥当性 

 ・施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

  ○施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 ・現時点において得られた成果は妥当性 

 ・施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

  ○総合評価 

 

 【技術に関する事業】 

  ○事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

    ・事業の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

    ・国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

  ○研究開発等の目標の妥当性 

    ・研究開発等の目標は適切かつ妥当か。  

  ○成果、目標の達成度の妥当性 

   ・成果は妥当か。 

   ・目標の達成度は妥当か。 

  ○事業化、波及効果についての妥当性 

    ・事業化については妥当か。 

    ・波及効果は妥当か。 

  ○研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

    ・研究開発計画は適切かつ妥当か。 

    ・研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

    ・資金配分は妥当か。 

    ・費用対効果は妥当か。 

    ・変化への対応は妥当か。 

  ○総合評価 
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第２章 技術に関する施策の概要 
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１．施策の目的・政策的位置付け 

１－１ 施策の目的 

宇宙は国家の安全、経済、科学を担う戦略的分野であり、各国とも安全保障、

国威発揚、技術開発のために国が主導して自国産業を育てている。また、宇宙

の利用サービスは大幅に拡大しており、宇宙産業の裾野はますます広がってい

るほか、新興国を中心に衛星の需要も拡大しており、宇宙産業は今後も市場規

模の拡大が見込まれる成長分野である。 

経済産業省における宇宙産業プログラムの目的は、「国家の宇宙開発を支える

基盤である宇宙産業について、我が国の持つ先端民生技術の強みを最大限活用

し、重要基盤技術の研究開発を実施することで国際競争力の強化を図る」もの

である。 

平成２０年５月、これまでの宇宙開発利用の役割を科学技術中心から、国民

の安全・安心、安全保障、産業振興等へ拡大すること等を目的に宇宙基本法（平

成２０年法律第４３号）が成立した（同年８月施行）。 

同法第４条では、 

 

宇宙開発利用は、宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進、宇宙開発利用に

関する研究開発の円滑な企業化等により、我が国の宇宙産業その他の産業の技

術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう

行われなければならない。 

 

 とされており、宇宙産業プログラムの目的は、宇宙基本法の目指すべき方向

に沿ったものである。 

宇宙基本法では、６つの基本理念として、宇宙の平和的利用、国民生活の向

上等、産業の振興、人類社会の発展、国際協力等、環境への配慮が定められる

とともに、１１の基本的施策として、国民生活の向上等に資する人工衛星の利

用、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障、人工衛星等の自

律的な打上げ等、民間事業者による宇宙開発利用の促進、信頼性の維持及び向

上、先端的な宇宙開発利用等の推進、国際協力の推進等、環境の保全、人材の

確保等、教育及び学習の振興等、宇宙開発利用に関する情報の管理が定められ

た。 

また、同法に基づき、宇宙政策を総合的・計画的に推進するための宇宙基本

計画が平成２１年６月に策定され、同計画の中で、日本の宇宙政策を「研究開

発主導から高い技術の上に立った利用ニーズ主導に転換」することが明示的に

謳われた。 

同計画では、宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針として、次の６つの

方向性を柱として施策を推進することとしている。 
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「宇宙を活用した安心・安全で豊かな社会の実現」 

「宇宙を活用した安全保障の強化」 

「宇宙外交の推進」 

「先端的な研究開発の推進による活力ある未来の創造」 

「２１世紀の戦略的産業の育成」 

「環境への配慮」 

 

 本プログラムでは、宇宙基本法で示された６つの基本理念と１１の基本的施

策、そして宇宙基本計画で示された６つの方向性に沿って、別紙１のロジック

ツリーのとおり施策における課題技術を体系的に整理し、施策実現に向けて取

り組んでいる。 

 

 なお、宇宙基本計画では、宇宙開発利用で実現を目指す社会的ニーズとして

次のものが挙げられている。 

 

  ・公共の安全の確保（災害時の情報把握、気象予報等） 

  ・国土保全・管理（地図作成、国土変化の把握等） 

  ・安全保障 

  ・食料供給の円滑化（衛星画像による作柄の把握等） 

・資源・エネルギー供給の円滑化（資源探査等） 

  ・地球規模の環境問題の解決 

（地球上の温室効果ガスの分布の把握、宇宙太陽光発電等） 

  ・豊かな国民生活の質の向上（正確な位置情報の提供等） 

  ・世界をリードする科学的成果の創出等 

  ・持続的な産業の発展と雇用の創出（宇宙産業の競争力強化等） 

 

 経済産業省においては、人工衛星の軽量・低コスト化、より精密なリモート

センシング技術の開発等の施策を実施することで、国際競争力の強化、宇宙利

用の拡大を図っており、このような現在の施策の方向性は、上記のニーズを満

足するものである。 

 

１－２ 政策的位置付け 

前述した宇宙基本法及び宇宙基本計画の他、次のような基本計画等に位置付

けられている。 

 

○第４期科学技術基本計画（平成２３年８月１９日閣議決定） 

国家存立の基盤を保持するため、国の安全保障や安全な国民生活の実現等に

つながる宇宙輸送や衛星開発及び利用に関する技術の研究開発を推進すること。
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また、グリーンイノベーションを推進するための再生可能エネルギー技術の研

究開発として、宇宙太陽光発電など新たなブレイクスルーとなり得る革新的技

術の獲得を目指すこと。我が国の産業競争力強化のため、我が国の強みを生か

した新たな産業基盤の創出に向けて、統合的システムの構築や、保守、運用ま

でも含めた一体的なサービスの提供に向けた研究開発を、実証実験や国際標準

化と合わせて推進するとともに、これらの海外展開を促進する旨、記載されて

いる。 

 

○当面の宇宙政策推進について（平成２２年８月２７日宇宙開発戦略本部決定） 

宇宙の利用がドライブする成長の実現のため、宇宙産業の活性化に資する小

型衛星（ＡＳＮＡＲＯ）システムの開発・利用を推進すること。また、国内外

の災害監視、地球環境保全等への対処のため、地球観測衛星網の構築を推進す

ることとされている。 

 

○新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定） 

 科学・技術・情報通信立国戦略において、宇宙産業の振興、宇宙先進国とし

ての国際的評価の確保を目標に、小型衛星・小型ロケットの開発、衛星データ

利用促進プラットフォームの構築、アジアを中心とした需要の取込み（ＯＤＡ

などを適切に活用した宇宙システムのパッケージによる海外展開）、衛星・セン

サのシリーズ化、リアルタイム地球観測網の構築、最先端宇宙科学・技術によ

る競争力を確保することとされている。 

 

○産業構造ビジョン２０１０（平成２２年６月１日産業構造審議会産業競争力

部会報告書） 

国際競争力ある製品・ソリューションサービスの提供を目指し、宇宙新興国

のニーズに合わせて、ソリューションをパッケージ化（衛星製造、打上げサー

ビス、地上システム、衛星利用サービス、人材育成等）して提供できる体制を

構築すること。世界最先端の小型宇宙システム（小型衛星、小型地球局、空中

発射、超小型衛星等）の開発を加速し、国際市場でのシェア拡大を目指すこと

とされている。 

 

○エネルギー基本計画（平成２２年６月１８日閣議決定） 

我が国の石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率（現在は約２０％に過ぎ

ない）を２０３０年までに４０％以上まで引き上げることとされている。 

宇宙太陽光利用など、実用化に至るまでに長期的な開発努力と技術の段階的

実証を要するものの、将来のエネルギー供給源の選択肢となる可能性を有して

いる研究開発課題については、技術の成熟度やエネルギー技術上の重要政策と

の関係を総合的に考慮しつつ、長期的視野に立ち必要な取組や検討を進めるこ



 10 

 

ととされている。 

 

○宇宙分野における重点施策について（平成２２年５月２５日宇宙開発戦略本

部決定） 

「だいち」シリーズと小型衛星「ＡＳＮＡＲＯ（仮称）」（合計４～８機）に

加え、より小型化した超小型衛星なども活用し、我が国として、地球観測衛星

網を整備・運用することが重要であり、また将来的にはアジア地球観測衛星網

の構築及びリアルタイムの衛星画像提供市場の創出を目指すこととされている。 

 

○地理空間情報活用推進基本計画（平成２０年４月１５日閣議決定） 

衛星測位は、国及び国民の安全・安心、セキュリティを含めて様々な利用の

途が開かれており、国と民間が協力して、準天頂衛星システム計画を段階的に

推進する。また、初号機による技術実証・利用実証を推進するに当たっては、

文部科学省がとりまとめ担当となり、総務省、経済産業省及び国土交通省の協

力を得て、計画を推進することとされている。 

 

 

 海外では、重要な実績を持つ欧米に加えて、近年急速に技術力をつけてきた

中国や韓国等も途上国を中心とする宇宙新興国の市場へ進出を進めており、国

際競争力はさらに激しくなると見込まれている。我が国としても、今後は宇宙

新興国の市場に重点を置き、特に、立ち上がり段階にある地球観測衛星につい

て、機器とサービスのパッケージを提供する形で市場参入を進めていくことが

重要となっており、我が国の施策もこれらの動向に沿ったものである。 

 

 

１－３ 国の関与の必要性 

宇宙は国家として戦略的な開発利用を行う必要があること及び特殊な環境に

置かれていることから、次のとおり法律等において国の積極的な関与が求めら

れている。 

 

○宇宙基本法（平成２０年５月制定） 

第８条（国の責務） 

国は、第二条から前条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念にのっと

り、宇宙開発利用に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責任を有する。 

 

第１６条（民間事業者による宇宙開発利用の促進） 

 国は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性にかんがみ、民間に

おける宇宙開発利用に関する事業活動（研究開発を含む。）を促進し、我が国の
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宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇宙開

発利用に係る事業を行うに際しては、民間事業者の能力を活用し、物品及び役

務の調達を計画的に行うよう配慮するとともに、打上げ射場（ロケットの打上

げを行う施設をいう。）、試験研究設備その他の設備及び施設等の整備、宇宙開

発利用に関する研究開発の成果の民間事業者への移転の促進、民間における宇

宙開発利用に関する研究開発の成果の企業化の促進、宇宙開発利用に関する事

業への民間事業者による投資を容易にするための税制上及び金融上の措置その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

○技術戦略マップ２０１０（平成２２年６月１４日 経済産業省）＜宇宙分野

より抜粋＞ 

宇宙開発においては、技術開発の困難性・不確実性に加え、莫大な資金と長

期間の開発・投資期間を必要とし、技術開発リスク・事業リスクが極めて大き

いことから、政府による強力な支援の下、着実な技術の蓄積・競争力強化を図

り、標準化の取組と併せ、世界市場におけるシェア拡大を図っていくことが重

要である。 

 

 

経済産業省においては、将来の民間企業による国際市場への展開（商用段階）

を視野に入れつつ、必要な取組を行っている。（例：小型化等による先進的宇宙

システムの研究開発） 

 

また、経済産業省が宇宙産業の施策を推進するにあたっては、必要に応じて、

文部科学省、ＪＡＸＡ等との関係省庁・機関との情報、意見交換等を通じた連

携を行っている。例えば、太陽光発電無線送受電技術の研究開発においては、

経済産業省及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）におけるこれ

までの宇宙太陽光発電に関する調査研究や研究開発の成果を活かし、経済産業

省はマイクロ波ビームを所定の方向に正確かつ効率的に送電制御する技術の研

究開発を、ＪＡＸＡはパイロット信号の到来方向にマイクロ波ビームを指向制

御する技術の研究開発を実施するなど、双方が役割分担のうえ連携協力して実

施している。 

資源探査分野においては、ＪＡＸＡと共同で開発したＰＡＬＳＡＲセンサに

ついて、その運用を連携して実施するとともに、観測計画については、関係省

庁・機関も含めた会議を開催し、検討を行った。 

また、ハイパースペクトルセンサ等の研究開発においては、ＪＡＸＡ開発衛

星のだいち３号（ＡＬＯＳ－３)に搭載を予定しており、インターフェース調整

等の検討を重ねながら、開発を進めている。 

 準天頂衛星については、政府の方針に沿い、文部科学省、総務省、国土交通
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省及び当省の開発４省で連携して開発を行い、現在、技術実証及び利用実証を

行っている。 

 

 

２．施策の構造及び目的実現の見通し 

２－１ 得られた成果 

これまで経済産業省において実施された主な成果は、次のようなものが挙げ

られる。 

 

○小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（Ｈ２０－２４） 

大型衛星にも劣らない性能を有する小型光学衛星開発を実施。成果としては、

総合システム開発仕様書の制定、中小企業等も含めたコンソーシアムによる先

進的宇宙システム設計、製造、試験の「仕組みづくり」の検討、高性能光学セ

ンサの開発及び性能評価、小型衛星バスの開発及び各種試験の実施、スペース

ワイヤを適用した製造試験期間の短縮化の見通し、衛星の自律自動運用の仕組

み構築、打上げロケットの選定等があげられる。 

 

○可搬統合型小型地上システムの研究開発（Ｈ２１－２４） 

 効率的かつ利便性の高い利用者重視の地上システムの実現を目指し、小型化、

低コスト化、高性能化、運用の省力化のための研究開発を実施。成果としては、

可搬統合局、画像統合運用（情報プラットフォームソフト）、画像高速処理装置、

及び先進的地上システム（衛星管制システム、軌道制御システム、衛星運用計

画システム及び撮像データ処理システム）の詳細設計を実施し、開発の見通し

を得たことがあげられる。 

 

○超高分解能合成開口レーダの小型化技術の研究開発（Ｈ２２－２６） 

本事業は平成２４年度より本格的に研究開発を実施することから、成果は今

後得られる予定であるが、本事業の実施により、低コスト、短納期、高性能な

小型レーダ衛星システムが開発される予定である。 

 

○宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（Ｈ１１－２７） 

地上試験及び実証衛星１号機、２号機による宇宙実証の結果、民生部品・民

生技術の選定評価・適用設計ガイドラインが作成され、既に企業や大学等で活

用がされている。また、リチウムイオンバッテリなど実証された機器が国際的

に高いシェアを得るなど、コンポーネントの国際競争力強化につながっている。

さらに、実証の成果を次号機のバス機器に採用することにより、実証衛星の低

コスト化を実現した。 
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○空中発射システムの研究開発（Ｈ２１－２６） 

 本事業の成果として、（１）空中発射システムの運用構想の策定、（２）航空

機の中にロケットを載せたプラットフォームを搭載し、プラットフォームごと

ロケットを空中に投下することで航空機とロケットを分離する分離手法の採用、

（３）地球局に依存しないロケットの追跡管制方式の構想案の策定及び技術課

題の抽出、（４）空中発射システムを実施する際の現行の国内法における課題の

抽出及び米国における民間打上ライセンスの状況の明確化、等が挙げられる。

これらの成果は、将来的な国際競争力のある打上サービスの展開に資するもの

である。 

 

○次世代輸送系ミッションインテグレーション基盤技術研究開発事業（Ｈ１６

－２２） 

 本事業の成果として、開発後期での不具合を削減して信頼性を向上させ、シ

ステム設計の設計作業期間を３３％削減したこと、飛行ソフトウェアの設計作

業期間を２３％削減したこと、自己診断・自律対応が可能なロケット用制御シ

ステムを開発し、機体点検作業での人的ミスによる不具合を削減し、信頼性を

向上させ、機体点検工期を３０％削減したこと、ミッションインテグレーショ

ン情報の一元管理、設計初期段階でロケット仕様を設定することによる設計作

業の前倒し、風を用いたミッション解析による確実な打上を実現し、ミッショ

ンインテグレーション期間を４０％削減したこと等が挙げられる。 

 

○次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト）

（Ｈ１５－２３） 

次世代衛星に要求されるミッションの大型化・高密度化に対応するために必

要不可欠な、（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術（３次元結合ヒートパイプに

よる、従来よりも大きい排熱能力の確立）、（２）次世代イオンエンジン技術（推

進薬量の大幅削減、衛星の長寿命化の確立）、（３）測位用擬似時計技術（小型・

軽量・安価な水晶時計によって原子時計を代替する技術の確立）の開発を行っ

た。（３）については、実証実験を平成２３年度まで実施しているが、（１）及

び（２）については、目標を達成した。 

 

○次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）（Ｈ１５

－２２） 

 次世代衛星に要求されるミッションの大型化・高密度化に対応するために必

要不可欠な、異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術の開発を行っ

た。 

本事業において、ＣＦＲＰ（炭素繊維複合材料）を用いた大型構体（次世代衛

星用セントラルシリンダ）用一体成形技術を確立した。この成果は、需要増加
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の割合が高い運輸部門の輸送機器の軽量化、効率化につながることから、これ

ら輸送系のエネルギー使用効率の向上にも資するものである。 

 

○石油資源遠隔探知技術の研究開発（Ｓ５６－Ｈ２６） 

人工衛星から取得される画像データを用いて、石油ガス資源の安定供給確保

に貢献できる衛星データ利用技術開発（利用技術開発）を実施するとともに、

当省が開発したＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳＡＲデータの品質管理と同地上システ

ムの運用（衛星データ品質管理・地上システム運用）を行っている。評価期間

中、ＡＳＴＥＲデータを用いた３次元標高モデル（ＡＳＴＥＲ ＧＤＥＭ）の開

発・無償提供を実施したほか、石油ガス鉱床帯タイプ及び地表状況等に応じた

利用手法がほぼ確立された。また、地上システムにおいては、観測データのデ

ータ処理、ユーザへの提供を着実に実施しているところである。 

 

○極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発／次世代合

成開口レーダ等の研究開発（Ｓ６２－Ｈ２９） 

 地球資源衛星（ＪＥＲＳ－１）の成果を引継ぎ、さらなる高機能化・高性能

化を図った地球観測センサ（極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測シス

テムの研究開発（ＡＳＴＥＲ）及び次世代合成開口レーダ（ＰＡＬＳＡＲ））の

開発を行い、打上げ（ＡＳＴＥＲ：平成１１年、ＰＡＬＳＡＲ：平成１８年）

後の着実な軌道上運用を行っている。 

なお、ＰＡＬＳＡＲは、搭載されている衛星だいち（ＡＬＯＳ）が、電源系

異常により平成２３年５月に運用を終了したことに伴い、併せて運用を終了し

ている。 

 

○ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（Ｈ１９－２５） 

本事業の成果として、基本設計、詳細設計を行うことにより最終目標性能項

目についての実現の見通しを立てた点、高ＳＮ比、波長精度、大容量データ伝

送の技術的達成見通しを得た点、評価モデルの設計・製作・試験を行い、耐熱

性・機械環境性・電磁適合性の確認、検出器、信号処理部等の電気的性能の確

認、センサのポインティング機能、データ圧縮機能の確認等を実施した点、プ

ロトフライトモデルの長納期の部品について調達を行った点等が挙げられる。

これらの成果は、世界初の実用ハイパースペクトルセンサの実現に資するもの

である。 

 

○次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（Ｈ１８－２６） 

 本事業の成果として、熱水性鉱床探鉱に有用な１４種の鉱物抽出アルゴリズ

ムの開発、茶葉、水稲、小麦の育成段階分類技術の開発、珊瑚の白化からの回

復状況把握手法の開発、１２種の樹木の分類手法の開発、各種校正手法の課題
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の抽出と解決手法の検討、分光画像の空間方向の歪の処理技術の開発、地上処

理システムにおける国際標準化の検討、長期運用計画の最適化に必要な計画策

定ソフトの試作等が挙げられる。これらの成果は、全世界に先駆けた実用ハイ

パースペクトルセンサのデータ利用技術の確立に資するものである。 

 

○太陽光発電無線送受電技術研究開発（Ｈ２１－２６） 

 レトロディレクティブ技術の研究開発（ビーム方向制御）を実施する独立行

政法人宇宙航空研究開発機構と連携・協力し、マイクロ波ビームを受電アンテ

ナに向けて高精度かつ高効率に指向制御する精密ビーム制御技術の研究開発を

実施。成果としては、総合システム開発仕様書の制定、送電部及び受電部に関

する主要設計仕様の明確化、送電制御技術の有効性の確認、屋外試験候補地の

絞り込み、国内外のＳＳＰＳ関連研究開発動向調査等があげられる。 

 

 

このように国際競争力強化のため、各分野においてこれまでも様々な成果を

挙げてきたところであるが、今後もこれまで同様に成果を得られるよう事業を

実施していく。 

 

 

２－２ 施策の構造 

経済産業省のプロジェクトについては、衛星やロケットといった宇宙機器の

開発、衛星に搭載され資源探査や災害対応等に用いられる地球観測センサ及び

その利用技術の開発、さらには将来のエネルギー確保の手段として期待される

宇宙太陽光発電に関する技術開発など、様々な事業を実施している。これらの

事業は、民間においてリスクが高く手を出すのが難しい実証機の開発や機器・

部品等の宇宙実証を中心としたものであり、他の事業の成果を活用しながら切

れ目なく実施しているところである。 

 

施策の構造については、別紙１のロジックツリー及び別紙２～５のロジック

モデルを参照されたい。 

 



宇宙産業プログラム技術体系 

２１世紀の戦略的
産業の育成 

国民生活
の向上と国
際貢献に
資する宇宙
開発利用を
目指す 

安心・安全で豊か
な社会の実現 

環境への配慮 

 

 

可搬統合型小型地上システムの研究開発（H21-24） 

極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム、
次世代合成開口レーダ等の研究開発（S62-H29） 

石油資源遠隔探知技術の研究開発（S56-H26） 

次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星シス
テム基盤プロジェクト）（H15-23） 

太陽光発電無線送受電技術の研究開発 
（H21-26） 

次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発 
（H18-26） 

小型化等による先進的宇宙システムの研究開発 
（H20-24） 

ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（H19-25） 

次世代衛星基盤技術開発プログラム（次世代構造部
材創製・加工技術開発）（H15-22） 

【ＮＥＤＯ交付金】 
次世代輸送系ミッションインテグレーション基盤技術研
究開発事業（H16-22） 

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（H11-27） 

空中発射システムの研究開発（H21-26） 

基幹ロケット群の確立
と多様な 

ミッションへの対応 

世界最高水準の信頼
性と競争力を 

有する基幹ロケット群
の活用 

衛星開発に必要な技術力 

の強化 

ユーザーニーズを踏まえた 

地球観測システムの構築 

衛星開発基盤技術の確立･高度化 

衛星の低コスト化、短納期化 

資源探査用将来型セ
ンサ（ＡＳＴＥＲ）、次
世代合成開口レーダ
（ＰＡＬＳＡＲ）の開発・

運用評価 

人工衛星から得られ
る画像データの処
理・解析技術の開発、
地上処理システムの
運用・維持設計 

石油資源の遠隔探査
に資するセンサ開発 

地球観測データから
有効な情報を効率
的・効果的に抽出す
る処理解析技術 

太陽エネルギーを効率
良く伝送する精密ビーム
制御技術の開発 

ロケットの効率的開発・運
用、開発から受注までの
期間短縮技術の開発。ＬＮ
Ｇエンジンシステム制御の

基盤技術の開発 

宇宙基本法 

資源探査をはじめとした、農業
環境等実利用分野における 

衛星の有効性の実証 

・・・プロジェクトの成果(21年度
事前評価書） 

・・・プロジェクト 

・・・宇宙基本法 
凡例 

・・・プロジェクトの成果 

・・・宇宙基本計画施策体系 

・・・プロジェクト（ＮＥＤＯ交付金） 

従来より低コスト、低納期、
効率化を目指した打ち上げ

システム 

低コスト型、小型地上
システム 

衛星の軽量化、高度
化、長寿命化の基盤

技術 

民生部品の地上にお
ける耐環境性試験結
果のデータベース化
とガイドライン整備 

複合材料の革新的な
部材創製技術の確立 

宇宙エネルギー利用システム
実証試験 

エネルギー利用に必要な
技術力の強化 

超高分解能合成開口レーダの小型地上システムの研
究開発（H21-24） 

システムのモジュー
ル化、標準化、自動

制御化 

先端的な研究開
発の推進による
活力ある未来の

創造 

宇宙外交の推進 

安全保障の強化 

宇宙基本計画 

宇宙開発利用の 

推進に関する 

６つの基本的な方針 

輸送系システム 

衛星系システム 

衛星利用の促進 

（別紙１） 
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空中発射システムの研究開発 

次世代輸送系ミッションインテグレーション基盤技術研究開発 

次世代輸送系 

ミッションインテ 

グレーション基盤 

技術研究開発 

【プロジェクトのアウトプット】 【インプット】 【直接アウトカム】 【中期アウトカム・インパクト】 

ロケットの開発着
手から打ち上げま
での期間の従来の
約40％短縮 

【アクション】 カスタマー 

衛星要求高
度解析システ
ム技術開発
（衛星開発要
求仕様の不
確定状況での
打ち上げ条件
の解析） 

   

      

 

 

 

 

 

H16－22 
事業総額 
79億円 

国 

ＮＥＤＯ 

民間等 

ＪＡＸＡ 

衛星開発着
手段階におい
て衛星側に高
精度な打ち上
げ条件提供 

既存ロケットの打ち上げ
までの期間の短縮 

新規ロケットの開発 

世界最高水準の信
頼性と競争力を有す
る基幹ロケット群の
システム確立 

打ち上げサー
ビス受注後の
衛星・ロケット
間の適合性
効率高度解
析システム 

打ち上げ当日
の評価技術
（ミッション、飛
翔リアルタイ
ム機体評価） 

打ち上げ飛翔結果
解析評価し、次号
機に反映するまで
の期間20％短縮 

国際市場参入 
開発期間短
縮によるロ
ケット低コスト
化 

飛翔結果のタ
イムリーな次
号機への反
映で打ち上げ
信頼性を向上 

民間団体等 

            ：インプット（投入資源） 
 

            ：アクション（実施） 
 

            ：アウトプット（成果） 
 

            ：直接カスタマー 

 

            ：アウトカム 

 

            ：インパクト 

 

   

  

 

空中発射システム 

の研究開発 

空中発射システム
基盤技術の獲得 

法規制調査 

   

      

 

 

 

 

 

H21－26 

事業総額 

30億円 

国 

民間等 

国 

空中発射シス
テムの事業化
に向けて、ロ
ケットモータ、
構造系、フェ
アリング、衛
星継ぎ手、搭
載電子機器、
ロケット搭載/

分離装置、移
動型運用管
制システム等
を開発 

小型衛星打上
受注 

市場競争力のある基
幹ロケット群の構築 

ロケット搭載
分離技術開
発 

空中発射シス
テム運用構想 

空中発射システム
の事業化に当たっ
ての国内法におけ
る課題の抽出 

国際市場参入 

空中発射シス
テムの事業化
に向けての国
内法の整備 

民間団体等 

運用管制技
術開発 

ロケット搭載
電子機器技
術開発 

海外事業展
開も踏まえた
ライセンス取
得に必要なシ
ステム整備 

（別紙２） 
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宇宙産業技術情報 

基盤整備研究 

開発事業 

 

小型化による先進的宇宙システムの研究開発 

可搬統合型小型地上システムの研究開発 

超高分解能合成開口レーダの小型化技術の研究開発 

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発 

【プロジェクトのアウトプット】 【インプット】 【直接アウトカム】 【中期アウトカム・インパクト】 

・民生部品の地
上における耐環
境性試験結果の
データベース化
（220品目） 
 

・ガイドライン整
備 

（70品目を宇宙
実証） 

光学衛星開発に必
要な技術力の強化 

 

標準的な小型衛星バス 

            ：インプット（投入資源） 
 

            ：アクション（実施） 
 

            ：アウトプット（成果） 
 

            ：直接カスタマー 

 

            ：アウトカム 

 

            ：インパクト 

   

  

 

【アクション】 カスタマー 

民生技術の
広範な採用
を促進する
ため、対環
境性能試験
を実施 

 

・データベー
ス整備 

 

・ガイドライ
ン整備 

小型化による先進的 

宇宙システムの 

研究開発 

・先進的宇宙シ
ステム開発アー
キテクチャー 

・標準的小型宇
宙バス開発 

・搭載ミッション
機器開発 

   

      

 

 

 

 

 

国 

H11－27 
事業総額 
303億円 

民間等 

ＪＡＸＡ 

企業 

民生部品利用の
世界標準化 

   

      

 

 

 

 

 

国 

H20－24 
事業総額 
93億円 

民間等 

高性能な小型衛星搭
載光学センサ 

衛星を短期間・低コス
トで実現するための
アーキテクチャ 

研究機関 

（ＪＡＸＡ等） 

企業 
光学衛星の 

低コスト化 

光学衛星の 

短納期化 

光学衛星バスのカ
タログ化 

光学衛星の 

高機能化 

大学 

衛星・コンポーネ
ントの低コスト化 

衛星・コンポーネ
ントの高機能化 

衛星・コンポーネ
ントの短納期化 

大学 

可搬統合局 

可搬統合型 

地上システムの 

研究開発 

・先進的宇宙シ
ステム開発アー
キテクチャー 

・標準的小型宇
宙バス開発 

・搭載ミッション
機器開発 

   

      

 

 

 

 

 

国 

H21－24 
事業総額 
43億円 

民間等 
画像高速処理システ
ム 

先進的地上システム 

研究機関 

（ＪＡＸＡ等） 

企業 

大学 

超高分解能合成開口 

レーダの小型化技術 

の研究開発 

・実証衛星の開
発 

・合成開口レー
ダの開発 高性能な小型衛星搭

載レーダセンサ 

研究機関 

（ＪＡＸＡ等） 

企業 

大学 

   

      

 

 

 

 

 

国 

H22－26 
事業総額 
125億円 

民間等 

ユーザニーズに適
合した衛星運用の
省力化 

競争力強化による国
際衛星市場への参
入 

地上システムの 

低コスト化 

地上システムの 

小型化 

小型地上システム
開発に必要な技術
力の強化 

画像処理の 

高速化 

レーダ衛星開発に
必要な技術力の強
化 

 

レーダ衛星の 

低コスト化 

レーダ衛星の 

短納期化 

レーダ衛星バスの
カタログ化 

レーダ衛星の 

高機能化 

コンポーネントの国
際競争力強化 

標準的な小型衛星バス 

（別紙３） 
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極軌道プラットフォーム 

搭載用資源探査観測システム、 

次世代合成開口レーダ等の研究開発 

 

 

ASTER: 

①立体視機能性向上 

②ＳＷＩＲのバンド数の
増加 

③ＴＩＲバンドの新設 

④観測幅拡張 

⑤長寿命化の実現 

 

PALSAR: 

①多偏波（フルポラリ
メトリの達成） 
②可変オフナディアに
よる機動的な撮像
（10°～51°） 
③スキャンSARによる
広域観測 

【インプット】 

ＡＳＴＥＲ：
資源探査
用セン
サーの開
発・運用・
評価 

（ＮＡＳＡと
共同） 
 

ＰＡＬＳＡ
Ｒ：資源探
査用次世
代合成開
口レーダ
の開発、、
運用、評
価（JAVA

と共同） 
 

高性能光学
センサの実
現、先端的
合成開口
レーダの実
現 

 

技術実証に
よるセンサ
開発技術の
獲得 

【アクション】 【アウトプット】 カスタマー 

ERSDAC 

ＡＩＳＴ 

ERSDAC 

【直接アウトカム】 【中期アウトカム・インパクト】 

石油資源探査のた
めの資源探査用衛
星搭載観測システ
ムを開発 

技術実証、データ
処理技術の高度
化 

コンサルティン
グ会社 

資源開発会社 

情報加工会社 

データ加工・利用
技術者の人材育
成 

人工衛星画像を
利用した新産業
の創出 

人工衛星
画像を用
いた資源
探査利用
拡大 

石油探査等の技
術の効率化・確
立 

官における画像
データの利用拡
大 

国 

民間企業 
民間における画
像データの利用
拡大 

価格・機能面での国際
優位性を持つ輸送系・
衛星及び衛星搭載機
器の基盤技術 

金属資源開発 

石油資源開発 

人工衛星画像を
利用した市場の

拡大 

石油資源遠隔探知技術の研究開発 

ハイパースペクトルセンサー等の研究開
発 

次世代地球観測衛星利用基盤技術の研
究開発 

人工衛星から得
られる画像データ
の処理・解析技
術の開発、地上
処理システムの
運用・維持設計 

極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム、次世代合成開口レーダ等の研究開発／石油資源遠隔探知技術の研究開発／
ハイパースペクトルセンサ等の研究開発／次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発 

   

  

 

  

 

 

      

 
民間等 

民間企業 

石油資源探査の各
工程リスク軽減、探
査の効率化 

ハイパースペクトル
センサー搭載衛星の
打ち上げ 

ＪＡＸＡ 

人工衛星から取
得したデータを用
いて広域にわた
る石油埋蔵可能
性を調査 

その他民間団体 

経済産業省開発の
センサ（ASTER、
PALSAR）から取得
されるデータを受信
解析等を行い、また
そのデータを利用し
てデータ解析技術の
開発、データ補正技
術の開発等を行う 

経済産業省開発のセンサ
（ASTER、PALSAR）から取
得されるデータの受信解析等
を行い、また、そのデータを
利用してデータ解析技術の
開発、データ補正・大気補正
技術の開発等 

            ：インプット（投入資源） 
 

 

            ：アクション（実施） 
 

            ：アウトプット（成果） 
 

            ：直接カスタマー 

 

            ：アウトカム 

 

            ：インパクト 

 

             

   

  

 

ハイパースペクトルセンサーの開発 

資源開発会社 

   

  

      

 

    

 

 

      

 

民間等 

Ｈ19–Ｈ25 
事業総額 
108億円 

国、地方自治体 

その他民間企
業 

分解能30ｍ、
観測幅30ｋｍ、
バンド数185程
度のハイパー
スペクトルセン
サをＨ25までに
開発 

エネルギー・資源分
野、農林業分野、地
球環境分野に関する
衛星データの処理・
解析が可能 

我が国のエネル
ギー・資源の安

定確保 

食料安定供給、
地球環境保全へ

の貢献 

ハイパースペクトル
データの解析技術確
立 

スペクトルデー
タベースの構
築 

センサ校正技
術、地上データ
処理システム
技術の確立 

 

ハイパースペク
トルデータの実
利用化のため
の解析技術の
確立 

各種スペクトルデータの収集 

分野別のハイパースペクトルデータ
実利用技術開発 

センサ校正、データ処理、運用計画
最適化技術の研究開発 

データフュージョン技術、付加価値
情報抽出技術等、高度な利用を行
う処理解析技術研究 

S62–Ｈ29 
事業総額 
307億円 

多様なデータ利用方
法を確立によるこれ
まで衛星データを利
用しなかったユーザ
の掘り起こし 

研究機関 

センサ開発、地
上データ処理技
術の競争力強化 

   

  

      

    

 

 

      

 

 

国 

民間等 

S56–Ｈ26 
事業総額 
723億円 

国 

国 

   

  

      

 

    

 

 

      

 

民間等 

Ｈ18–Ｈ26 
事業総額 
51億円 

国 

地上データ処理シス
テムによる初期運用
チェック 

 

（別紙４） 
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太陽光発電無線送受電
技術の研究開発 

次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 
次世代構造部材創製・加工技術開発（次世代衛星基盤技術開発） 
太陽光発電無線送受電技術の研究開発 

【プロジェクトのアウトプット】 【インプット】 【直接アウトカム】 【中期アウトカム・インパクト】 

            ：インプット（投入資源） 
 

            ：アクション（実施） 
 

            ：アウトプット（成果） 
 

            ：直接カスタマー 

 

            ：アウトカム 

 

            ：インパクト 

 

   

  

 

【アクション】 カスタマー 

ＳＳＰＳへの
応用 

効率伝送の１
ＧＷ級の火力
発電に代替す
ると年間約
600万ｔのＣＯ
2削減効果 

   

      

 

 

 

 

 

国 

民間等 

H2１－26 
事業総額 
14億円 

企業 

大学 

研究機関 

（ＪＡＸＡ等） 

複数のフェーズドア
レイパネルの統合
による精密ビーム
制御技術の開発
（位相同期技術の
開発） 

2012年度末ま
でに、屋外での
マイクロ波電力
伝送試験（伝送
距離：50メート
ル程度、出力：
１キロワット級）
の実現 

2012年度末ま
でに送電距離
10ｍに対しビー
ム制御角精度
0.5度程度の実
現 

マイクロ波に
よるエネル
ギー伝送のた
めの要素技術 

国際標準化
提案の可能
性検討 

電気自動車
給電システム、
携帯電話の
電力増幅器
等への応用 

エネルギー安
定供給の確
保 

地球環境問
題への対応 

我が国産業
の国際競争
力強化 

マイクロ波に
よるエネル
ギー伝送の宇
宙実証 

次世代衛星 

基盤技術開発
プロジェクト 

（準天頂衛星 

システム基盤 

プロジェクト） 

準天頂衛星
２号機以降
の打ち上げ 

次世代構造 

部材創製・加工 

技術開発 

（次世代衛星 

基盤技術開発） 

長寿命化の基
盤技術の開発 

準天頂衛
星初号機
の打ち上
げ実証 

（Ｈ22年） 

物流支援、農業、災
害対応等、宇宙産業
以外にも様々な新分
野への波及 

ＧＰＳ補強・補完
高精度位置情報
システム 

アジア・オセアニ
アの社会基盤整
備 

ＪＡＸＡ 

企業 

   
  
 
 
 
 

        
 

H15－23 

事業総額 

56億円 

国 

民間等 

衛星基盤技
術の高度化 

高精度測位サービス
の提供を実現 

国 

民間等 

 
 

        
 
 

H15－22 

事業総額 

39億円 

衛星の 

長寿命化 

衛星の 

軽量化 

擬似時計の 

開発 

高い排熱能力
を持つ熱制御
技術の開発 

複合材料の革
新的な部材創
製技術の開発 

次世代大型衛星バスへの
本事業成果の活用 

我が国衛星の国際
競争力強化 

（別紙５） 
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Ａ 小型化等による先進的宇宙システムの

研究開発 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 

日本電気株式会社 



 A-2 

１－Ａ 施策の目的・政策的位置付け 

１－１－Ａ 施策の目的 

 我が国宇宙産業は、宇宙機器産業から利用サービス、ユーザー産業群まで含めると、

総額７兆円を超える一大産業となっているが、これまでの我が国宇宙システムの商業

受注実績はごくわずかであり、国際競争力は十分でない。また、衛星等の部品やコンポ

ーネントについては、我が国企業も技術的ポテンシャルを有するものの、宇宙実証の機

会が尐ないことから、国際競争力のある分野はごく限定的である。 

 我が国宇宙産業の国際競争力が十分でない原因は、従来の衛星の設計思想が大型

で新規開発を追及するあまり、商業需要に応えるために最も重要な実績作りや低コスト

化・短納期化を疎かにしてきた結果、性能とコストが見合わないことである。これを克服

するには、世界の潮流である衛星の小型化により、大型衛星に性能が劣らないで、低コ

スト化・短納期化を実現することが重要となる。 

本事業は、高性能な小型衛星を短期間に低コストで実現するための新たな衛星シス

テム開発アーキテクチャ（設計思想）を確立するとともに、これら設計思想や中小企業等

の優れた民生技術を導入し、大型衛星に劣らない機能を維持しつつ、低コスト、短納期

を実現する高性能小型衛星の開発技術を獲得することを目的としており、これが達成さ

れれば、我が国宇宙産業の国際競争力が強化され、国際衛星市場への参入（国際産

業協力、ＯＤＡ案件形成）、政府衛星の計画的かつ効率的な開発・調達（科学衛星等へ

の活用、先端民生部品・技術の実証機会の提供）、新たな衛星システム運用への展開

（複数機運用による広域観測や高頻度観測等）等の実現が期待される。 

 

１－２－Ａ 政策的位置付け 

関連する閣議決定等における位置づけを以下に示す。 

 

○宇宙基本計画（平成２１年６月宇宙開発戦略本部決定）抜粋 

アジア地域の高頻度・高分解能での観測を目指して、光学、レーダセンサについ

て高分解能の性能を低コストで実現する戦略的な小型衛星（ASNARO（仮称））につ

いて、民間とのパートナーシップも想定した人工衛星の研究開発を進め、まず光学セ

ンサを搭載した小型光学実証機を打ち上げ、技術実証を推進する 

 

○日 ASEAN 首脳会合議長声明（平成２３年１１月１８日）抜粋 

The ASEAN leaders appreciated the progress of establishment of the "Disaster 

Management Network for the ASEAN Region", which Japan had proposed on the 

occasion of the ASEAN-Japan Foreign Ministers’ Meeting in July 2011.  

ASEAN and Japan leaders, reaffirmed our determination to continue exploring 

effective use of science and technology such as satellite system as well as jointly 

developing the regional network for disaster preparedness and disaster relief with 

AHA Centre in the hub through the "Disaster Management Network for the ASEAN 

Region." 

 

この他にも、平成 22 年 6 月１日にとりまとめられた産業構造ビジョン、新成長戦略（平成

22 年 6 月 18 日閣議決定）、宇宙分野における重点施策（平成 22 年 5 月 25 日宇宙開

発戦略本部決定）等においても同様の記載があり、我が国の小型化技術を活用した小
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型衛星により高頻度な観測を可能とする地球観測衛星網を整備・運用することが重要

であり、ベトナムをはじめとした ASEAN 防災ネットワークを構築しリアルタイムの衛星画

像提供市場の創出を目指す。 

 

１－３－Ａ 国の関与の必要性 

 宇宙システムは、一般的に極限環境下で極めて高い信頼性が求められ、その研究開

発や宇宙実証には多額の費用を要すること、また、我が国宇宙産業は欧米と比べ官需

依存度が高いこと等から、リスクが高く、かつ、直接利益に結びつかない衛星の研究開

発や宇宙実証を民間企業のみで実施することは困難であることから、我が国が有する

民生技術の強みを最大限活用するとともに、政府による衛星・ロケット等の計画的な開

発・調達を通じて、我が国宇宙産業の国際競争力の強化に必要なこれら研究開発や宇

宙実証の機会を提供することが必要不可欠である。特に、衛星の小型化、低コスト化、

短納期化を実現するための新たな設計思想を確立するためには、実際にその設計思

想に基づき、衛星の試作機を開発・試験し、軌道上実証を行うことが必要不可欠である

ため、政府による研究開発事業の実施が必要となる。 

 

 

２－Ａ 研究開発目標 

２－１－Ａ 研究開発目標 

本プロジェクトは、国際競争力の強化のため、我が国の強みである民生部品及び民

生技術等を適用した高機能、低コスト、短納期な、小型化等による先進的宇宙システム

の開発技術を確立することを目的とする。 

 

世界市場へ我が国の産業界による高機能、低コスト、短納期小型衛星の早期展

開の実現を目指して、我が国の宇宙関係機関、企業、大学等の技術を集結し、小

型化等による高機能、低コスト、短納期に資する先進的宇宙システムのアーキテ

クチャを構築するとともに、小型衛星の技術開発を通して、すぐに作れてすぐ使

える即応型宇宙システム技術の構築を行う。これらの成果は、我が国の産業界に

公開し共有することにより、宇宙産業の活性化、裾野の拡大、国際競争力強化を

図る。 

衛星バスは、広範なミッションへの対応の他、機能の増設、性能向上等が可能

な拡張性を持たせる。また、搭載ミッションは、地上分解能（GSD：Ground Sampling 

Distance 光学センサの一画素の大きさ）0.5m 未満（軌道高度 500km、パンクロマ

チック＜広帯域スペクトラムによる高分解能白黒画像＞）を目標とする可視光地

球観測センサの開発を行う。これにより、諸外国の最先端技術に比肩する、バス

質量 300kg程度以下の小型地球観測衛星の開発技術を獲得する。 

平成２０年度から平成２２年度までは NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構の委託を受け「小型化等による先進的宇宙システムの研究開発」

（衛星名としては以下ＡＳＮＡＲＯ：＜Advanced Satellite with New System 

ARchitecture for Observation＞）として、日本電気株式会社（以下 NEC）と財団法

人無人宇宙実験システム研究開発機構（以下機構）にて研究開発を行なってきた

が、平成２３年度より経済産業省に全面的に移管し研究開発を行う。 

平成２２年度は下期より経済産業省の補正予算により、経済産業省が別途委託
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する「可搬統合型小型地上システムの研究開発」の委託事業者である株式会社パ

スコ（以下パスコとする）と連携・協力し小型衛星でも最新の市場の需要にこた

えることのできる衛星システムを目指し、地上・宇宙総合システムの開発を開始

した。また、平成２４年度の宇宙での軌道上実証を目指した準備を開始した。  

 

２－２－Ａ 全体の目標設定 

表 2-2-A-1．全体の目標 

項目 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

総合シ

ステム 

地上・宇宙総合シス

テムとしての開発を

行う。 

総合システムとしての達

成目標設定および宇宙

機、地上系への要求の

明確化を実施する。 

METI 事業として地上系（

可搬統合型小型地上シス

テムの研究開発）との整

合をはかり、付加価値の

高い地上・宇宙総合シス

テムを実現する必要があ

る。 

新しい

仕組み 

先進的宇宙システ

ムのアーキテクチャ

を構築する。 

コンソーシアム活動によ

り、今後の小型衛星へ

の適用を考慮した新しい

仕組みを構築する。 

従来からの宇宙産業だけ

ではなく、中小企業や新

規参入企業を含めた業界

全体を活性化することで

国際競争力を強化する必

要がある。 

高性能

光学セ

ンサ 

地上分解能（GSD）

0.5m 未満（軌道高

度 500km、パンクロ

マチック）を目標とす

る可視光地球観測

センサ開発する。 

地上分解能（GSD）0.5m

未満（軌道高度 500km、

パンクロマチック）を目標

とする可視光地球観測

センサ開発する。 

諸外国の中型大型の先

進光学観測衛星に比肩す

る性能をもつことで、国際

競争力を確保する必要が

ある。 

小型衛

星バス 

バス質量 300kg 程

度以下の小型地球

観測衛星を開発す

る。 

バス質量 300kg 程度以

下の小型地球観測衛星

を開発する。 

小型衛星バスとして各種

ミッション機器に対応しや

すい規模（適切な電力と

姿勢制御可能）として

300kg のバス質量を設定

した。 

短納期

の仕組

み 

再製造の場合に 2

年間で製造・試験実

施を可能とする。 

2 年間で製造試験を実

現する仕組みを構築す

る。 

2 年間で製造試験ができ

ることで国際競争力強化

可能を確保できる。 

自動自

律運用 

人間の判断無しで 1

週間以上のバスの

自動自律運用を実

現する。 

自動機能、自律機能を

効率的に活用し、観測

計画と、バス運用のコマ

ンドをアップロード可能

な仕組みを構築する。 

省力化による運用費用削

減が可能になる。 
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項目 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

宇宙実

証 

軌道上実証を実現

する。 

運用準備・打上準備を

開始する。 

平成 24 年度の軌道上実

証に向けて運用準備およ

び軌道上打ち上げ手段の

調達が必要である。 

 

２－３－Ａ 個別要素技術の目標設定 

 

表 2-3-A-1．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 設定理由・根拠等 

（１）先進的な宇宙

システム開発アー

キテクチャの確立 

   

・ネットワーク導入 オープンアーキテク

チャの採用により、

衛星バスのプロトコ

ル、サブシステム、

機器間等のインタ

フェースの標準化

を推進する。スペー

スワイヤ試験センタ

を実現する。 

新しいオープンアー

キテクチャのスペー

スワイヤを活用し

衛星を構築する。

更に一般に活用可

能な試験センタの

構想設計を実施す

る 

インタフェースの標

準化・機器接続の

共通化を促進する

ことで、機器の低コ

ス ト 化 ・ 高 信 頼 性

化、試験期間の短

縮、新規企業参入

の容易化が実現で

きる。 

・熱構造電気イン

タフェース基準の

設定 

搭載機器インタフェ

ース仕様を衛星シ

ステム/衛星機器メ

ーカ固有のもので

なく標準化する。 

小型衛星内部搭載

機器に関する簡素

化したインタフェー

ス 基 準 を 作 成 す

る。 

宇宙分野への国内

中小企業や新規参

入企業の機器の参

入障壁を減らし、宇

宙産業の規模の拡

大が実現できる。 

・民生部品採用基

準の設定 

使用される軌道で

の宇宙環境、運用

年数を考慮した評

価を実施出来るよ

うにスクリーニング

試験項目や試験条

件等の基準を策定

する。 

SERVIS プロジェク

トの資産を活用し

つつ、搭載予定の

民生部品評価に適

用する基準を作成

する。先進的な宇

宙システムに使用

する民生部品につ

いて、シングルイベ

ント耐性評価を実

施する。 

宇宙環境を事前に

印加すること によ

り、宇宙での活用

可否を評価する。 
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要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 設定理由・根拠等 

・民生機器採用方

針設定 

民生部品や技術を

使用している機器

について、スクリー

ニング試験や耐放

射線性の試験方法

の 方 針 を 設 定 す

る。 

民生機器採用基準

の策定とリスク評

価・管理方法を方

針に盛り込む。 

最先端技術を宇宙

で活用すること

で、低価格、高機

能化を実現するこ

とが可能になる。 

・民生品利用にお

ける信頼性/信頼

度の考え方 

小型衛星に適用可

能な信頼性保証手

法を確立する。 

民生品利用機器の

信頼性を検討する

新しい信頼性/信頼

度の考え方を検討

する。 

従来の衛星開発で

実施された信頼性

保証手法では民生

品を使う小型衛星

では直接適用でき

ないため、対応が

有効である。 

・試験検証の考え

方 

開発着手 2 年で組

み立て試験が完了

する仕組みとして

の試験検証を確立

する。 

従来の考え方を見

直し、簡略化された

試験検証の考え方

を定める。 

低コスト・短工期の

衛星バス製造を実

現するためには、

従来とは異なる考

え 方 が 必 要 で あ

る。 

・自動自律化によ

る運用の省力化 

衛星運用システム

全体から見た自動

化・自律化能力の

向上を実現する。 

現状の自動化・自

律化技術を元に、

現状の把握と今後

の方向を明確にす

る。 

省力化・効率化を

実現し、コストダウ

ンを図るためには

自動化・自律化が

有効である。 

・ネットワークによ

るどこでも運用 

場所に依存しない

運用形態の構想検

討を行う。 

現状の衛星運用、

あるいは他業種の

技術状況を調査し

て、場所に依存しな

い運用形態の構想

検討を行う。 

地理的に分散した

人員が、ネットワー

クを利用してミッシ

ョンを運用すること

で、必要なときに衛

星情報にアクセス

できる能力が向上

することは有効。 

（２）標準的小型衛

星バスの開発 

 

 

 

 

 

 

①衛星システム及

び衛星バスの開

発 

質量 300kg 以下の

小型衛星バスの低

コスト・短期開発を

実現する。 

質量 300kg 以下の

小型衛星バスの設

計・製造試験を実

施する。 

JAXA との共同研

究にて効率的な開

発を実施 
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要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 設定理由・根拠等 

ア、衛星システム

及び衛星バス設

計 

衛星システム（シス

テム性能、機器配

置、全体コンフィギ

ュレーション、質量

配分、電力配分等）

およびバス設計（構

成、ネットワーク構

成、熱 /構造設計

等）を実施する。 

 

衛星システム（シス

テム性能、機器配

置、全体コンフィギ

ュレーション、質量

配分、電力配分等）

およびバス設計（構

成、ネットワーク構

成、熱 /構造設計

等）を実施する。 

質量 300kg の小型

衛星バスおよびシ

ステムの設計を具

体化する必要があ

る。 

イ 、 衛 星 バ ス 製

造・試験 

衛星バスの構成要

素（コンポネント、

バス構造部/電気

部）の製造および

試験を実施する。

全機器の製造試験

を実施する。 

衛星バスの構成要

素（コンポネント、

バス構造部/電気

部）の製造および

試験を実施する。

一部機器は、開発

モデルによる試験

も含まれる。 

設計した衛星バス

を製造し、試験を実

施 す る 必 要 が あ

る。 

ウ、衛星システム

総合試験 

システム総合試験

の実施を打ち上げ

前に実施する。 

搭 載 フ ラ イ ト モ デ

ル、開発モデル、シ

ステム性能解析に

よる評価を行う。 

軌道上評価前に地

上で可能な限りの

事前評価すること

は有効である。 

エ、衛星データベ

ースの整備 

衛星運用時に適用

する衛星データベ

ースを構築する。 

衛星データベース

の整備を行う。 

テレメトリデータを

意味のある工学値

に変換するために

は不可欠である。 

②システム解析 宇宙実証の解析に

より事後確認を実

施する。 

宇宙機システム解

析を実施し、軌道

上での特性予想を

行い設計条件、設

計解析を行う。 

 

システム解析を行

い設計、試験結果

の妥当性を検証す

る。 

③運用性向上 撮像性能、運用性

に優れた機能・方

式を実現する。 

撮像性能、運用性

に優れた機能・方

式について、ソフト

ウェアを試作し評価

を実施する。 

 

ハードウエアの追

加なしに、運用性を

向上させることは、

衛星の競争力強化

のために有効であ

る。 
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要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 設定理由・根拠等 

(3)搭載ミッション

機器の開発 

 

 

 

 

 

① 光 学 セ ン サ 設

計 

高度 500km から分

解能（GSD）0.5ｍ未

満を実現する光学

センサを実現し検

証する。 

高度 500km から分

解能（GSD）0.5ｍ未

満を実現する光学

部の集光光学部/

電子部機械部等の

設計を行う。 

衛星の国際競争力

強化のためには、

海外の大型衛星に

比肩する性能を目

標にする必要があ

る。 

 

② 光 学 セ ン サ 用

LSI 設計・試作・実

装 

光学センサ系 SOI

（ Silicon On 

Insulater）製造プロ

セスを使用した光

学センサ用 LSI を

実装する。 

光学センサ系 SOI

製造プロセスを使

用した光学センサ

用 LSI を試作し、評

価する。 

宇宙環境における

信頼性確保のため

に有効である。 

③直接伝送系設

計 

800Mbps の高速画

像伝送を可能にす

る直接伝送系を実

現する。実用化の

ための符号化も実

装する。 

800Mbps の高速画

像伝送を可能にす

る直接伝送系の設

計を行い更に、符

号化設計も実施す

る。 

実用衛星として国

際競争力を持たせ

るためには、高速

データ伝送と符号

化が必要である。 

④ミッション制御

部設計 

ミッション制御部を

実現する。 

ミッション制御系の

設計を行う。 

地上からの指令に

より適切なミッショ

ン運用を実現する

ために有効な開発

が必要である。 

⑤ミッション機器

製造・試験 

各ミッション機器を

製造し搭載品の製

造・試験を実施する

する。 

ミッション機器構成

要 素 （ コ ン ポ ネ ン

ト、ミッション構造部

/電気部）の製造お

よび試験を実施す

る。一部機器は、開

発モデルによる試

験も含まれる。 

 

設計したミッション

機器を製造し、試

験を実施する必要

がある。 

⑥ミッション総合

試験実施 

ミッションを組み合

わせた総合試験を

実施する。 

試験および解析に

よるミッション性能

評価を実施する。 

全体のシステム試

験の前にミッション

の総合試験は必要

である。 
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要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 設定理由・根拠等 

(4)宇宙実証    

①打ち 上げ機候

補洗い出し 

各種ロケットとの適

合・不適合を明確

化する。 

国内外ロケットとの

インタフェース解析

を実施する。 

事前に入手可能な

公 開 資 料 あ る い

は、ロケットサービ

スプロバイダ情報

から対応可能な環

境 条 件 を 把 握 す

る。 

②打ち 上げ機選

定 

打ち上げ機とのイ

ンタフェース調整お

よび打上を実施す

る。 

打上げ機の選定作

業を実施する。 

期間・費用・環境条

件等に整合する最

適打ち上げ機を選

定するする必要が

ある。 

③宇宙実証 総合システムの軌

道上実証を行う。 

NA 衛星の宇宙実証お

よび衛星と地上を

組みわせた総合シ

ステムの軌道上実

証が必要である。 
注）SERVIS 衛星： Space Environment Reliability Verification Integrated System 
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３－Ａ 成果、目標の達成度 

３－１－Ａ 成果 

３－１－１－Ａ 全体成果 

地上・宇宙総合システムの開発および実現に関しては、宇宙機側である「小型化等

による先進的宇宙システムの研究開発」担当（機構、NEC）と地上システムである「可搬

統合型小型地上システムの研究開発」担当（パスコ）とで、合同調整会議および細部技

術検討を行う分科会により「総合システム開発仕様書」を平成 23 年 3 月に制定した。本

仕様書を基として小型衛星でも最新の需要に答えることのできる衛星システムとしての

方向性を定めることができた。 

先進的宇宙システムのアーキテクチャの構築に関しては、宇宙機関との連携、宇宙

関連企業の技術を集結しただけでなく、中小企業や新規参入企業もコンソーシアムとし

て加えることにより、先進的宇宙システム設計、製造、試験の「仕組みづくり」の検討を

行った。 

高分解能可視光地球観測センサについては、設計の段階から最終目標である地上

分解能（GSD）0.5m 未満（軌道高度 500km、パンクロマチック）のセンサとそれに光を集

光することのできる光学反射望遠鏡（SiC（シリコンカーバイド）による主反射鏡とガラス

反射鏡の組み合わせ）を開発し、個別試験で性能評価が出来る段階まで完成した。 

バス質量 300kg 以下の小型地球観測衛星の開発に関しては、独立行政法人宇宙航

空研究開発機構（以下 JAXA）との共同研究により、軌道維持/修正のための推進系に

燃料を充填した状況で 300kg 以下の重量となる小型衛星バスを製造し、熱機械的特性

の設計検証、電気的性能の確認等を実施した。 

再製造の場合に 2 年間で製造試験を実施するという課題に関しては、新しい宇宙シ

ステム対応の標準ネットワーク方式を採用することで、ミッション機器の変更に対しては

ソフトウエアの変更で対処が可能になり、従来はミッション要求に応じて設計変更を行な

っていたバス機器のリピート生産が可能になり、設計変更により必要であった費用やリ

ードタイムが圧縮でき、それにより 2 年以内の開発が可能であるという目処が立った。 

人間の判断なしで 1 週間以上のバスの自動自律運用を可能にするという課題に対し

ては、自動機能、自律機能を活用し、観測計画とバス運用のコマンドをアップロード可能

な衛星側の仕組みを構築した。 

軌道上実証の実現に関しては、特に打ち上げ機に関して、事前の調査による絞り込

み後候補になりうる会社に対して提案要請を出し、最終的に 2012年12 月の打ち上げに

対応可能な打上サービス提供会社を選定するに至った。 

  

３－１－２－Ａ 個別要素技術成果 

 

（１）先進的な宇宙システム開発アーキテクチャの確立 

①ネットワーク導入 

ア、 「スペースワイヤネットワーク導入基準（案）」の作成 

ス ペ ー ス ワ イ ヤ は ECSS （ The European Cooperation for Space 

Standardization：宇宙標準を目指す欧州共同組織）により国際標準として規格化

が進められている衛星用ネットワークとして有望なプロトコルである。これまで、従

来衛星でのデータインタフェース仕様は、衛星プロジェクト毎に異なる固有仕様で

あるため、機器設計の共通化などの障害となっていた。 
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本ネットワーク導入方針の設定は、スペースワイヤ基準の導入及び普及を進め、

機器開発の共通化を促進することで再利用性を高め、機器の低コスト化・高信頼

性化、更には新規企業の参入の容易化を目指すものである。 

スペースワイヤ基準の適用にあたって事前に取決めるべきパラメータおよび規

格で取り決められていない事項の取り扱いについては、国際スペースワイヤ標準

化委員会（スペースワイヤワーキンググループ）及び日本スペースワイヤユーザ

会で検討されている標準化案、設計基準案などに基づいて定めるものとした。 

 

本方針の適用結果などについては、産業化の観点から提言や実装例などにつ

いて機構を通じてスペースワイヤ基準へのフィードバックを行うこととした。平成 22

年度までに「スペースワイヤネットワーク導入基準（案）」として文書化した。 

 

イ、 スペースワイヤ標準試験に関する情報共有 

前項に示したスペースワイヤネットワーク基準を適用し、ASNARO で搭載予定

の GPS 受信機（GPSR）を適用事例としてスペースワイヤ試験センタにおいて接続

確認試験を実施した。得られた様々な知見を共有するとともに、中小企業等への

スペースワイヤ普及における課題を抽出し、これらの課題（共通試験装置等）に対

する対策案の検討を実施した。 

 

ウ、スペースワイヤ試験センタに対する要望と拡張計画の検討 

平成 21 年度に開設されたスペースワイヤ試験センタを実際に試使用した経験

に基づき、スペースワイヤの試験を効率よく実施するために試験センタとして備え

るべき機能・性能等につき検討を行った。その結果を試験センタ拡張計画として整

理した。試験センタ設置の目的としては、スペースワイヤ技術の宇宙産業界への

普及、新規企業・中小企業等へのスペースワイヤ技術支援・試験設備提供および

ノウハウの蓄積と共有などが挙げられる。 

得られた検討結果から、試験センタが備えるべき機能・性能としては、搭載品の

持ち込み試験を実施しその結果に対してその場でトラブルシュートや部分的な手

直しができる環境、個別企業の知的独占権には触れずどの企業でも使用可能な

スペースワイヤオープン IP の提供、サポート・フィードバックの場、関連装置メーカ

のショールーム的な役割などである。さらに将来的には、試験センタを活用したトレ

ーニングコースの設置なども考えられる。 

これらを踏まえて試験センタの拡張計画として以下の項目を挙げ、その実現に

向けて活動を実施した。 

・試験環境の充実化 

-計測機器の設置（コンフォーマンステスタ、リンクアナライザ、ネットワーク計測機

器） 

-ソフトウエアの小規模な改修、ハードウエア（FPGA）の改修環境提供 

-クリーンブース・恒温槽の設置による搭載機器の試験環境提供 

・スペースワイヤ 取扱説明書整備（マニュアル） 

-スペースワイヤ国際規格、各種専用測定機器マニュアルの日本語化 

・スペースワイヤ将来技術評価に向けた H/W・S/W 整備 

-高速データ伝送ルーター、スペースワイヤバックプレーンの整備 
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・次世代 IP の試作 

 

②熱構造電気インタフェース基準の設定 

ア、「インタフェース基準案」の作成 

「ASNARO 衛星適用に限定されない幅広なインタフェース基準の検討」として、

具体的には低コスト・短工期の衛星開発技術の実現のために有効となる、より簡

素化されたインタフェース基準を検討した。 

搭載機器の開発仕様は、搭載する衛星や打ち上げるロケットに応じてインタフェ

ースに関する仕様が異なるケースが多く、機器の共通化設計の障害となっている。

また宇宙環境特有のインタフェースや熱・構造数学モデルなど特殊な要求が多く、

たとえ潜在的に設計能力を有する民生機器メーカであっても、宇宙ビジネスに参

入するのは極めて困難な状況にある。 

この状況を踏まえて、幅広く小型衛星に適用可能な、熱構造電気インタフェース

基準の共通化、簡素化及び平易化を目指して検討した。 

まず具体的な記載項目を記述するに当たり、以下の作業を実施し、その結果に

基づいて「インタフェース基準案」を作成した。 

・これまでの中型衛星や ASNARO のインタフェース基準、設計ガイドラインの調

査 

・インタフェース項目（I/F）の再整理（要求事項・設計結果の分類、削減検討） 

・機械 I/F、電気 I/F、熱 I/F、環境 I/F、EMC（電磁適合性） I/F 毎の要求事項の

規格統一化の検討 

・低高度軌道周回（LEO）小型衛星搭載コンポーネント用基準のドラフト案作成 

・緩和事項（平面度要求、ミリねじ採用、動作温度範囲等）の ASNARO 設計基

準への反映 

・世界標準 ECSS との比較検討 

 

イ、予備知識の尐ない技術者がインタフェース基準書を読み解くための解説資料

作成 

中小企業等が宇宙産業に新規に参入するに当たり、想定される障壁の一つが、

基準書の記載事項が十分理解できないという問題である。一般的に、衛星の設計

あるいはインタフェース基準に関する文書には各分野特有の専門用語が多く簡単

には読み解くことができない。そこで内容を深く理解している衛星システムメーカや

コンポーネントメーカの技術者が、個々の専門用語を説明する資料を作成した。 

今回資料に整理した項目は、取り付け面の面粗さ、取り付け面の平面度、機器

取り付け用ねじ、電源バスの保護、機器発熱密度、機器許容温度範囲の 6 項目で

ある。なおこれらの項目は前項の「インタフェース基準書案」において、基準を緩和

した項目に対応している。予備知識がないと、どういう前提でどこまでインタフェー

ス条件が緩和されたかが読み取れないため、今回の解説資料が貴重な役割を果

たしている。 

 

ウ、 世界の小型衛星用打ち上げロケットの環境条件比較資料作成 

小型衛星用打ち上げロケットとして使用が想定される候補を選定した。それら

の環境条件を比較し、包絡する仕様を設定することにより、より汎用性の高い搭載
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機器の環境条件を設定することが可能となった。今回選定した打ち上げロケット候

補は以下の 6 機種である。 

日本：H-IIA 

米国：Pegasus、Falcon-1、Minotaur IV 

ドイツ・ロシア：ROCKOT 

ロシア・ウクライナ：DNEPR 

 

これらのロケットの環境条件として、剛性条件、準静的加速度、正弦波振動、

ランダム振動、分離衝撃、音響を整理した。 

 

③民生部品採用基準設定 

ア、民生部品採用基準のドラフト版の作成。 

ESA（欧州宇宙機関）で実施されているリスク評価・管理方法を検討するにあた

り、衛星の仮想モデルを作成し、搭載想定民生部品のリスク評価をコンソーシアム

メンバで実施した。その結果を民生部品採用基準（以降ガイドライン）に反映した。 

 

イ、タングステンシート（日本タングステン株式会社製）の放射線減衰特性試験 

東北大学で放射線減衰特性試験を実施した結果、鉛と同じ質量をもつタングス

テンシートは鉛と同等な減衰特性を持つことが確認できた。したがって、タングステ

ンシートは宇宙での民生部品の放射線遮蔽に有効と考えられる。（「タングステン

シート」は粉末化したタングステンを有機材料と合成することで、加工性に優れ、毒

性のない放射線遮断部材として商品化されている。タングステンを含むタングステ

ンシートと純粋な鉛板とは比重が同等。純粋なタングステン金属は高価であり、硬

く加工も容易ではない。） 

 

ウ、シングルイベント耐性評価 

衛星が軌道上で遭遇する放射線環境と民生部品の陽子照射試験の結果から、

ミッション期間中の SEU（Single Event Upset）発生回数と SEL(Single Event Latch 

up)発生回数を予測した。 

 

④民生機器採用方針設定 

ア、民生機器採用方針（ドラフト版）の作成。 

ESA（欧州宇宙機関）で実施されているリスク評価・管理方法を検討し、民生機

器採用方針（以下ガイドライン）に反映した。 

 

イ、HALT 試験の宇宙機器適用の可能性検討。 

民生機器を宇宙用に搭載可能か否かを判断（スクリーニング）するのに HALT

試験（Highly Accelerated Life Test：高加速寿命試験）が使えないかを検討した。 

２台の宇宙搭載予定機器（ロケット搭載用電源制御器、小型衛星搭載用 K バン

ド送信機）について HALT を試行した結果、次の知見が得られた。 

 

・設計の弱点・限界点を５日間の試験中に発見できたことから、上記スクリーニ

ングに有効と考えられる。 
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・上記期間内に機器を改修する過程で耐熱・機械設計技術を習得できた。 

 
注：標準の HALT は以下５段階の試験で実施する。通常の設計確認試験では、機器が遭遇する環境条件で

故障が発生しないことを確認するが、HALT では故障を発生させ限界を調べる。 

<1>冷却ステップ試験 ：低温試験の温度をステップ状に変え機能しなくなる限界温度を探す。 

<2>加熱ステップ試験 ：高温試験の温度をステップ状に変え機能しなくなる限界温度を探す。 

<3>熱衝撃試験 ：低温保持と高温保持を約 10 分間交互に繰り返し、温度移行時は約 90℃/分の急激な

温度勾配を与える。（通常の宇宙機器は約２℃/分） 

<4>振動ステップ試験 ：室温環境下で段階的に 0-50G の振動を与える。 

<5>複合試験：熱衝撃試験と振動ステップ試験を組み合わせ熱衝撃と振動を同時に行う。 

 

⑤民生品利用における信頼性/信頼度の考え方 

ア、信頼性／信頼度の考え方（案）の作成。 

a 信頼度算出 

以下の理由などから小型衛星では信頼度の算出は絶対条件とはしないことに

した。 

一般に信頼度予測は部品の故障率の積み上げによって行われるが、民生機器

においては、機器メーカから部品リストを含む設計情報の詳細が入手できない場

合が多く、部品故障率の積み上げはおろか故障率の算出さえできない可能性が

高い。 

部品の故障率算出には MIL-HDBK-217 が利用されるのが一般的であるが、こ

の文書は 1995 年 2 月以降改訂されておらず、最新の部品情報が反映されていな

い。このため、最新技術の民生部品の故障率を算出できない、現状の実力にそぐ

わない品質ファクタ（π Q）で極端に故障率を高くしてしまうなどの問題がある。 本

内容を盛り込みガイドラインを作成した。 

 

b 新たな機器レベル・ボードレベルでのスクリーニング方法の検討 

民生部品を使用した宇宙用機器について 2台HALT 試験を試行した結果、機器

レベル・ボードレベルでのスクリーニングに HALT が有効と考えられる。 

 

イ、HALT/HASS の試験結果から信頼度算出の可能性検討 

米国の Ops A La Carte 社が、HALT/HASS（HASS：Highly Accelerated Stress 

Screen 高加速ストレススクリーニング）の試験結果から信頼度を算出する、“AFR 

Estimator（年間故障率推測手法）”を発表した。HALT で検出される故障限界条件

が実使用条件より高いほど年間故障率（AFR： Annualized Failure Rate 年間故

障率）が低くなると考えられる。 

今後さらに検証が必要であるが HALT/HASS の試験結果から信頼度を算出で

きる可能性があると考えている。 

 

⑥試験検証の考え方  

ア、「試験検証の考え方（案）」の作成 

従来の中型衛星や機器・サブシステム・システム試験項目をレビューし、重複試

験項目の洗い出し、設計検証とワークマンシップ確認の識別、およびそれらの削

減可能性に付き検討した。まず前提条件を明確にするため、設計検証とワークマ

ンシップ検証について以下の表 3-1-2-A-1 の通り定義した。 
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表 3-1-2-A-1 試験検証の考え方 

 
また機器レベルの試験で、高コスト試験と考えられる項目を洗い出した結果、

EMC 試験の RE(Radiated Emission)および衝撃試験をリストアップした。これらの試

験の簡素化・削減に付き検討した。 

新規開発品ではない既開発機器での試験削減の検討として、設計検証ではな

くワークマンシップ確認のみでどこまで簡易化可能かという点についても検討を行

った。 

以上の検討の結果を踏まえて、「試験検証の考え方（案）」を作成した。 

 

なお中小企業の参入を促進する上では、宇宙環境耐性検証設備の確保が課

題となるため、九州工業大学に設置された宇宙環境技術センタを訪問し、関連試

験設備リストの作成も実施した。 

 

イ、 試験検証に関する用語の説明および補足説明資料の作成 

衛星搭載機器の設計製造経験の無い中小企業、新規参入企業にとっては、試

験基準書を読み解くこと自体に高いハードル存在する。コンソーシアム参加メンバ

ーの中での議論を通じて、用語の解説や補足説明資料の存在が非常に有益であ

ることが判明したため、主として衛星メーカおよびコンポーネントメーカを中心とす

るメンバーで分担して解説資料を作成した。作成に当たっては、宇宙でのモノづく

りにあまり経験のないメンバーの疑問に答える形で、最も基本的かつ重要と思わ

れる用語を選択し、改めてわかりやすく定義した。 

 

ウ、コンポーネント試験方針の整理 

コンポーネント試験を実施するに当たっては、機器の流用度合いに応じて試験

項目が変わるが、これまでなかなか統一的に説明した資料がなかった。以下の通

り用語を説明したうえで、これらの考え方についても整理を行った。 

-リピート品：既存機器を完全流用（設計／製造／試験／使用方法等が完全に同

一）できる。 

-流用品：基本的に既存機器の設計を踏襲するが、マイナーチェンジ等により若干

の H/W または S/W の変更（改修・改善）を伴う。 

-新規開発品：H/W および S/W の既存流用ができず、EM 相当（試作を含む）の

開発が必要である。 

 

以下の表 3-1-2-A-2 に整理したコンポーネント試験方針の抜粋を示す。 
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表 3-1-2-A-2 コンポーネント試験方針 

 
このようにモデル形態と試験適用の考え方を整理しておけば、様々状況に適合

した試験の種類と適用すべき項目・レベル等を選定することが比較的容易となる。 

 

 

⑦自動自律化による運用の省力化 

ア、 自動自律化（運用省力化）の対象 

調査・検討を始めるに当たり、まず調査・検討対象を考察した。衛星運用システム全

体（宇宙・地上）の機能ブロック図を、観測衛星を例として図 3-1-2-A-1 に示す。エンド

ユーザからミッション要求（例：「ここを観測したい」）が出てから、観測結果（プロダクツ）

がエンドユーザに届くまでの一連の工程を示している。この図の各工程、A運用計画立

案の自動化、B コマンド作成・送信の自動化、C 状態監視（テレメモニタ）の自動化、D

自律化（上記 A-C の工程の自動化）、E 観測データ処理の自動化 を自動化自律化の

調査・検討対象とした。 

イ、 現状の衛星運用システムの自動自律化の度合いに関する調査結果 

国内外の代表的な衛星運用システムについて、アで抽出した各処理ブロックの自動

化・自律化の度合いに関する調査結果をまとめた。凡例を図 3-1-2-A-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-A-1 衛星運用の機能ブロック図と自動化自律化対象 

 

  

運用計画
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ユーザ
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（ここを見たい）

プロダクツ

（観測結果）

ルーティンワーク 自動化・自律化

運用省力化
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どこでも

運用
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（常勤は非効率・高コスト）

イメージ：専門医の
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ミッション
データ・処理

動作
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B  
A  

D 

E  
C  

B  

A  
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分類は下記

ISAS衛星
惑星「はやぶさ」
周回「あかり」

旧NASDA衛星
静止「ETS-Ⅷ」
周回「GOSAT」
周回「ALOS」

USEF衛星「SERVIS」
米国 「EO-1」

地上系VMOC
欧州「PROBA]

地上系SCOS2000
超小型「れいめい」

：

下記のように実現状況に点数をつけ集計
実施指標 ○＝１点 △＝０．５点 ×＝０点

点数の多いもの＝枯れている →検討対象外
点数の尐ないもの＝実現途中・将来技術→重点対象

バス運用計画

の自動化

ミッション

運用計画

の自動化

コマンド
作成・送信
の自動化

自律化状態監視
（テレメモニタ）

の自動化

観測データ処理
の自動化

調査結果の整理

 
図 3-1-2-A-2 自動自律化の度合いに関する調査結果（凡例） 

 

ウ、 自動自律化の方向性に関する検討結果 

イの調査結果をベースに、現時点での衛星運用システムが将来、どの処理ブロック

に対してどのようなレベルの自動自律化機能が組み込まれていくべきかについて検討

を行った。表 3-1-2-A-3 に近未来の目標と理想的な目標について自動自律化のレベ

ルの検討結果を示す。また図 3-1-2-A-3 に最も自動自律化が進んだ場合の定常運

用処理フローを示す。 

 

表 3-1-2-A-3 自動自律化の目標：近未来の目標と理想的な目標 
ミッション運用計画 バス運用計画 コマンド作成・送信 状態監視(ﾃﾚﾒ･ﾓﾆﾀ)

近
未
来

地上作成された自動ミッ
ションコマンドを受け、限定
的な範囲でのミッション運
用の組み替え、ミッション
運用を遂行する。

ほぼ8割の運用を自動化
自律化で遂行するが、残り
2割は地上での計画立案
によりコマンドをアップリン
クし運用する。

バス運用については2割、
ミッション運用については
ほぼ100%地上でのコマン
ド作成となる。

緊急不具合対応が自律
化。地上でのテレメトリモニ
タによる正常確認が基本。

理

想

地上からのミッション運用
要求（ex.撮像要求）を受付
し、衛星内で計画立案、
ミッション運用を遂行する。

異常時を除き、全自動化
自律化でバス運用計画を
衛星内で立案、実行する。

異常時を除き衛星内で
処理されるため、地上での
コマンド作成はない。

異常時のみ異常のステー
タス、異常内容がダウンリ
ンクされる。正常時は衛星
内で自律。

自律化
（状態監視→計画立案→

コマンド作成）

観測データ処理 ユーザ受付 データ配信

近
未
来

衛星の生き死に関わる
部分を自律化。その他は
地上への異常通知により
地上にて対応。

観測生データをL0処理した
ものをダウンリンク。

観測要求時刻、要求場所
を受付後、衛星状況との
調整を地上系で処理し、
観測計画を立てる。

衛星から観測データを受信
後、観測要求に対応した
データを地上で処理して
配信。

理

想

衛星異常に対し、衛星内
で監視し、不具合発生時
は衛星内でリカバリ計画
作成、実行。

人間が見てわかるレベル
（L1）まで、衛星内で処理
しダウンリンク。

観測要求時刻、要求場所
のみを受け付け、観測
計画処理。

観測要求に対応した観測
データを衛星から受信し
自動配信。
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要求を受付

ステータス異常
を確認

データを確認

計画を立案

データを処理

データを受信

要求を送信

運用会社

衛星

要求を受信

コマンドを実行

データを送信

衛星管理会社

データを配信

要求をコマンド化

ステータスを確認

異常時対応

データを確認

ステータス異常
を確認

自動自律化

半自動自律化  
図 3-1-2-A-3 最も自動自律化が進んだ場合の運用処理フロー（定常運用段階） 

 

 

⑧ネットワークによるどこでも運用 

運用要求レベルやサービスを分類し、「どこでも運用」に必要となる技術的要素

を抽出整理した。 

ア、概念の整理 

どこでも運用とは、「地理的に分散した人員が」、「ネットワークを利用」して、ミッ

ションコントロールすることを指すことである、として以下の２通りに大別した。 

常時は自動運用を前提とするが、異常をトリガーとして、地理的に分散した人員

が衛星を運用することを「どこでも運用」とする。 

次に、地理的に分散したユーザが、いつでもミッション要求を出すことができ、 

必要な場合は、地理的に分散した関係者間で調整し、衛星運用に反映できること

を「どこでも運用要求」とする。 また、ユーザは結果を迅速に入手できることも含ま

れる。 

 

イ、 サービスと対象者による分類 

調査結果を整理し、要件の大項目（サービス）を８項に分類することができた。

また、サービス対象者を識別して、この対象者ごとに「どこでも運用」が必要な理由

をまとめた。 

 

ウ、実現レベルの考え方 

対象者（利用ユーザ）に共通的なサービスと、各対象者に固有なサービスを識

別した。共通的なサービスの提供、および事例においてすでに実現されているも

のを早期に実現すべきレベルに設定した。 

 

エ、実現のために必要な技術要素 

調査した事例等を参考に、識別したサービス毎に実現に必要な技術要素を整
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理した。技術的には、ネットワークを使用して、遠隔地からリモートでコンピュータに

登録されている機能（OS、アプリケーション）を利用することが可能である。 しかし、

現時点ではネットワークのセキュリティ確保、システム全体のセキュリティポリシー、

運用セキュリティポリシー、リスク対応等々の観点から、これら技術を全面的に適

用した「どこでも運用」事例はないと思われ、現状では、利用者が利用可能な機能

を限定的に提供する事例が多い。  

 

オ、 要求と要件 

エンドユーザからのヒアリングをベースに、どこでも運用の要求シーンを設定し、

「要求」を具体化し、個々の要求に対応した形で、システムに必要な要件（システム

要件）やシステム化する上での課題などを整理した。 

 

カ、どこでも運用イメージ 

「どこでも運用」と「どこでも運用要求」とに区分して検討を進め、それぞれの考

え方について整理を行なった。このようなサービスを享受するユーザの特性によっ

ても、期待されるサービスの内容が異なったものとなってくるため、ユーザ分析と

利用シーンの検討・整理は、具体的なサービスの検討において重要となる。 

 

キ、 運用想定と実現課題 

これまでの検討を踏まえ、「どこでも運用」と「どこでも運用要求」の運用想定と

実現課題について整理した。 
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（２）標準的小型衛星バスの開発 

①衛星システム及び衛星バスの開発 

ア、衛星システムおよびバス設計 

・衛星システム及びバスの設計を実施した。衛星システム諸元を表 3-1-2-A-4 に、シ

ステム構成図（バス系）を図 3-1-2-A-4 に、システム構成図（ミッション系）に図

3-1-2-A-5 を示す。 

表 3-1-2-A-４  衛星システム諸元 

ミッション 

- 光学センサ 

 

 

- データ記憶量 

- データ伝送 

 

パンクロ／マルチ一体型 

分解能： 0.5m 未満 （パンクロ，高度 504km、直下） 

観測幅： 10km 

120GB 以上 

X バンド 16 相 QAM， 約 800Mbps 

撮像範囲 

アジリティ 

直下±45deg の円錐領域内 

90deg／90 秒 （平均 1deg／秒） 

打上 

 

 

軌道 

2012 年度 （予定） 国産，海外主要ロケットに適合 

太陽同期準回帰軌道（高度 504km）  

軌道傾斜角：97.4° 

降交点通過太陽地方時刻：11 時 

地上局 国内商用地上設備および可搬局、海外局 

運用期間 3 年以上（目標５年） 

質量 ・バス         250 kg （推薬除く） 

・ミッション     200 kg（最大搭載可能質量） 

・推薬         45 kg（最大搭載可能質量） 

＜TOTAL>    495 kg 

電力 発生電力：      1300 W （3 年後） 

ミッション供給電力： 400 W 
パンクロ：Panchromatic (全色感応性：高分解能広帯域白黒画像取得) 

マルチ：Multi-spectrum（多数スペクトラム：狭帯域スペクトラムの複数周波数画像取得） 
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図 3-1-2-A-４ システム構成図（バス系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-A-5 システム構成図（ミッション系） 

統合型データ

レコーダ（ISSR）

テレメトリコマンド

装置（TCU)

ミッション制御

装置（MCU）

Ｘバンドアンテナ

（X-ANT）：(駆動系APM)

Ｘバンドﾌｨﾙﾀｰ

（X-FIL）

Ｘバンド増幅器

（X-PA）

Ｘバンド変調器

（X-MOD）

集光光学部

(OPT)
ﾌｫｰｶﾙﾌﾟﾚｰﾝ

(FPA)
アナログ信号
処理部(ASP)

光学センサ電源部

(OPS-PWR)

光学センサ系（OPS）

ミッション制御系（MCS）

直接伝送系（DT）

光学情報

地上へ

バス電源

バスIF

 

電源系（EPS）

太陽電池パネル（SAP）

衛星マネージメントユニット（SMU)

スペースワイヤルータ

通信系インタフェース

モジュール（TCIM)

GPS受信機

推進系（RCS）

姿勢軌道制御系（AOCS）

太陽電池パドル系（SPS）

リアクションホイール
（RWA）

磁気トルカ
（MTQ)

衛星マネージメント系（SMS） 通信系（TTC）

Sバンドハイブリット（S-HYB) 

Sバンドフィルタ(S-FIL) 

Sバンドダイプレクサ（S-DIP)

Sバンドドランスポンダ(S-TRP）

Sバンドアンテナ（S-ANT) 

バッテリ(BAT)アレイパワー

レギュレータ(APR)

サップブロッキング

ダイオード(SBD) 電力制御器(PCU）

恒星センサ
(STT) 

慣性基準装置
（IRU) 

粗太陽センサ

(CSAS) 

姿勢系インターフェース

モジュール(ACIM）
ACSTS

ACIRM

ACRWH

ACMDZ

ACVDI

ヒータ制御装置（HCE)

AOCP
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・衛星コンフィギュレーション（打上）を図 3-1-2-A-6 に、衛星コンフィギュレーション（軌

道上）を図 3-1-2-A-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-A-6 衛星コンフィギュレーション    図 3-1-2-A-7 衛星コンフィギュレーショ

ン 

           （打上）                        （軌道上） 

 



 A-23 

 

・衛星機器配置を図 3-1-2-A-8 に示す。 

 
 

ＳＡＰ 

ＭＹパネル 

ＰＸパネル 

ＭＺパネル 

ロケット結合リング 

ＭＸパネル 

ＳＡＰ 

ミッション 

構体モジュールMX 

ＰＹパネル 

ＰＺパネル 

バス部 

ミッション部 
光学センサカメラ部 

ミッション部 

Ｘ 

Ｚ 

Ｙ 

衛星座標系 

 
図 3-1-2-A-8 衛星機器配置 
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・衛星の運用性の概念図を図 3-1-2-A-9 に示す。 

 

撮像地域

タスキング受信 ターゲッティング／撮像 データ伝送

撮像要求

プロダクト配信

観測を行うための姿勢駆動制御

タスキング

撮像 / データ蓄積/ データ伝送

 
図 3-1-2-A-9 衛星運用概念図 

 

ミッション運用は、観測計画に応じたミッション系の自動コマンドをアップロードするこ

とで、姿勢駆動制御、撮像、データ蓄積、データ伝送のすべての運用を自動で行うこと

が可能である。基本的観測方式は、図 3-1-2-A-10 に示す。 

バス系については、ミッションとは別に自動コマンドとしてアップロードすることが可

能な設計としており、たとえば 1 週間分の計画をアップロードすれば、バスについては

その期間人の介在する運用は不要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-A-10 基本的観測方式 

広域撮像 3D撮像

撮
像

を
継

続

撮
像

を
継

続

ストリップマップ撮像

 

スナップショット撮像
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・衛星で採用したスペースワイヤネットワーク構成を図 3-1-2-A-11 に示す。 

  

 

AOCP

(姿勢制御)

MCU

（ﾐｯｼｮﾝ制御）

DH系ルータ

AOCS系ルータ TCU

（ﾐｯｼｮﾝﾃﾚｺﾏ処理）

GPSR PCUﾋｰﾀ
制御装置

TCIM
STRP

光学センサ

半導体メモリ

ACIM ACIM
ACIM

ACIM ACIM ACIM

IRU RWA MTQ RCSSTT

Xバンド伝送系

STT RWA MTQ
MTQRWA

RWA

BATAPR

SAP

SMU

（データ処理）

SAP

AOCSセンサ／アクチュエータ

Sバンド通信系

電源系

ミッション系

ネットワーク通信

従来型1対1通信

 
図 3-1-2-A-11 スペースワイヤネットワーク構成 

 

この様な標準ネットワーク方式を採用することにより、ハードウエアはリピート生産が

可能となり、ミッションによる変更は搭載ソフトウエアをカスタマイズすることで対応する。

したがって、従来ミッション要求によって設計を見直していた衛星バスの設計変更が最

小限に抑えられ、コスト・リードタイムが削減されるため、結果として表 3-1-2-A-５に示

す通り、リカレントフェーズとして 2 年以内の開発が可能と想定している。 

 

表 3-1-2-A-５ 標準バス リカレントフェーズの開発スケジュール 

 1 年目 2 年目 

ミッション要求検討   

部品調達   

機器製造・試験   

機器調達   

ソフトウエア開発   

システム製造・試

験 
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・衛星の質量配分を表3-1-2-A-6に示す。最大搭載推薬量を考慮しても 300kg 以下の

バスが実現可能である。 

 

表 3-1-2-A-6 衛星質量配分 

バス質量（推薬を除く） 250kg 

推薬（最大） 45kg 

バス質量（推薬最大） 295kg 

ミッション質量（最大） 200kg 

衛星質量（推薬最大） 495kg 

 

・衛星の電力配分は表 3-1-2-A-7 の通りであり、バッテリに対する充電電力を考慮し

ても十分なパドル発生電力がある。なお、観測中はパドルのセル面が太陽を指向して

いないため、バッテリ放電を伴う。 

 

表 3-1-2-A-7 衛星電力配分 

 観測時 非観測時 

衛星負荷電力 800W  600W  

ミッション 400W 200W 

バス 400W 400W 

バッテリ充電電力 － 600W 以下 

太陽電池パドル発生電力 － 1300W 以上 

 

 

イ、衛星バス製造・試験 

a.構造モデル試験 

JAXA との共同研究契約に基づき、構造モデル（MTM）を用いた機械環境試験を行

った。試験項目を以下に示す。また MTM の外観形状を図 3-1-2-A-12 に示す。 

・ 正弦波振動試験 

・ 音響試験 

・ 静荷重試験 

 

試験結果により下記のことが確認された。 

 I,バス構体は打上げ時の荷重に対し十分な強度を有している。 

 Ii,バス構体はイプシロンロケットの剛性要求を満足する。（打ち上げ環境条件は開発

中の国産イプシロンロケットを前提に検討し、選定された打ち上げロケットの環境条件

での問題の有無は打ち上げロケットとの事前調整段階で確認を行う。） 

 Iii,衛星全機固有振動数は解析予測とよく一致しており、構造数学モデルは必要な精

度を有している。 

 iV,搭載機器の環境条件を設定するための技術情報を取得することができた。 

 V,構造モデル試験結果に基づき搭載機器機械環境条件を設定した。 

 Vi, ミ ッ シ ョ ン 、 太 陽 電 池 パ ネ ル （ SAP ） 、 推 進 系 （ RCS ） 、 MAGE （  Mechanical 

Aerospace Ground Equipment：機械系航空宇宙(支援)地上機器）との機械インタフェー
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スは問題なかった。  

 
図 3-1-2-A-12 MTM 外観形状 

 

b.熱モデル試験 

JAXA との共同研究契約に基づき、熱モデル（TTM）を用いた熱平衡試験を行った。

試験結果より、熱解析温度予測と実際に計測された搭載機器の温度は 5℃以内でほ

ぼ一致していることを確認した。この結果より、熱数学モデルに基づく熱解析結果が妥

当であり、ASNARO に搭載される機器が軌道上で所定の温度範囲内に制御可能であ

ることが検証された。TTM の外観形状を図 3-1-2-A-13 に示す。 

 
図 3-1-2-A-13  TTM 外観形状 

 

 

c.バス構造部製造・試験 

実際に軌道上に打ち上げられる推進系、太陽電池パドル、バス構体フライトモデル

（FM）を組み合わせたバス構造部を製造した。バス構造部に搭載されている推進系及

び太陽電池パドルはプロトフライト試験を行い、フライト品質を有していることが確認さ

れた。バス構造部の外観形状を図 3-1-2-A-14 に示す。 
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図 3-1-2-A-14 バス構造部外観形状 

 

d.バス電気部製造・試験 

実際に軌道上に打ち上げられるバス系電気コンポーネントフライトモデルを組み合

わせたバス電気部を製造した。電気コンポーネント（一部は試作モデルや同等の機能

を有する模擬装置）を電気的に接続し、搭載計算機に組み込まれたフライトソフトウェ

アを用いて新規設計であるスペースワイヤネットワークを中心に下記の電気的インタフ

ェースの確認を実施し、正常に動作することを確認した。バス電気部の外観形状を図

3-1-2-A-15 に示す。 

・ 通信インタフェースモジュール（TCIM）/スペースワイアルータ（SWR）/衛星マネージ

メントユニット（SMU）/GPS 受信機（GPSR）スペースワイヤインタフェース確認（SMS

サブシステム試験として実施） 

・ 電源系（EPS）電源制御機能・性能確認（EPS サブシステム試験として実施） 

・ 姿勢制御系（AOCP）/姿勢制御系インタフェースモジュール（ACIM） スペースワイ

ヤインタフェース確認（AOCS サブシステム試験として実施） 

・ TCIM/S バンドトランスポンダ（STRP）テレメトリ／コマンド信号インタフェース確認 

・ TCIM パルスコマンドインタフェース確認 

・ 電力制御器（PCU）スペースワイヤインタフェース確認 

・ ヒータ制御装置（HCE）スペースワイヤインタフェース確認 
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図 3-1-2-A-15 バス電気部外観形状 

 

 

ウ、システム総合評価 

上記の通り MTM による機械的検証結果、TTM による熱的検証結果、MTM／バス

構造部／バス電気部によるインテグレーション性確認結果、バス電気部による電気的

検証結果、及び各機器・サブシステム試験結果、設計・解析結果により要求されたシス

テム総合性能を満足していることを確認した。 

 

エ、衛星データベースの整備 

宇宙実証の為に必要となる、衛星データベースの整備を行い、バス電気部のシステ

ム噛み合わせ試験において、システム試験装置に整備したデータベースを組み込み、

実機を使った評価を行った。 

 

 

②システム解析 

設計、試験結果の妥当性を検証するためのシステム解析作業を実施した。 

ア、軌道解析 

軌道解析を実施した結果、下記の軌道で運用することを設計の前提とする。 

・ 軌道：太陽同期準回帰軌道 

・ 高度： ノミナル 504km（赤道上）  

・ 軌道傾斜角：97.4° 

・ 離心率：0.00125 

・ 降交点通過太陽地方時刻：11 時 

 

イ、推薬量解析 

海外商用ロケットによる 2012 年 12 月打上を前提とした推薬量解析を行った結果、

45kg の推薬搭載でワーストケース（大気密度がワースト予測値を使用）で 3 年以上、ノ

ミナルケース（大気密度がノミナル予測値を使用）で 5 年以上の軌道保持が可能であ

ることが確認された。 

 

ウ、構造解析 

・剛性解析 
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国内のイプシロンロケット、H-IIA、海外商用ロケットそれぞれのロケットの剛性要求

を満足していることを確認した。 

・ 打上時強度解析 

全ての MS（安全余裕：Margin of Safety）が正であることを確認した。 

・ 機械環境条件解析 

衛星の構造設計に関しては、イプシロンロケットによる打上げを前提に、他のロケッ

ト（H-IIA、海外商用ロケット）への適合性を考慮し、搭載機器の機械環境条件を設定し

た。 

 

エ、熱解析 

機器配置、ヒータ設計、放熱面積設計の結果に基づき熱解析を実施し、全ての機

器で許容温度に対して十分な温度マージンが確保できていることを確認した。 

 

オ、通信解析 

テレメトリ・コマンドの送受信を行う S バンド回線と観測した画像データを伝送する X

バンド回線の回線解析を行い、マージンをもって成立していることを確認した。 

 

カ、電力解析 

・発生電力解析 

軌道上環境条件に基づき、太陽電池パドルの発生電力解析を実施し、打ち上げ 3

年後（EOL：End of life)の発生電力が要求値 1300W 以上であることを確認した。 

・バッテリ充放電解析 

ロケット打ち上げ時のバッテリ充放電解析、軌道上周回時のバッテリ充放電解析を

行い、共に 3 年以上のバッテリ寿命を確保する最大放電深度以下であることを確認し

た。 

 

キ、指向解析 

・撮像指向誤差解析 

ASNARO は衛星全体の姿勢を変更（マヌーバ）し、撮像地点に ASNARO の光学セ

ンサの光軸を指向させ、地上の画像を取得する運用となる。撮像姿勢中の姿勢安定

度解析・指向誤差解析を行い、要求を満足していることを確認した。 

・アンテナ指向誤差解析 

ASNARO は画像データを地上に伝送する際に、2 軸ジンバル機構をもった X バンド

アンテナで地上局を追尾する。アンテナ追尾中の指向誤差解析を行い、要求を満足し

ていることを確認した。 

 

ク、アジリティ解析 

ASNARO の質量特性解析、姿勢制御設計結果に基づき ASNARO のマヌーバ速度

（アジリティ性能）の算出を行った。その結果条件によっては日本上空の 1 パスで最大

11 箇所の県庁所在地の画像が取得できることが確認できた。（図 3-1-2-A-16 参照） 
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図 3-1-2-A-16 ASNARO アジリティ解析結果 

 

ケ、ロケットインタフェース解析 

イプシロンロケット、DNEPR、ROCKOT など国内外ロケットに対する下記のインタフェ

ース解析を行った。 

・ 機械環境適合性解析 

・ フェアリング収納性解析 

・ 初期投入軌道解析 

・ 初期運用地上局可視解析 

・ 初期 SOE（Sequence Of Events：時刻とイベントの対応表）解析 
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③運用性向上 

特に、撮像性能、運用性に優れた機能・方式については、ソフトウエアを試作し、有

効性の評価を実施した。 

ア、スキューショット機能 

スキューショット機能を用いた観測方式を図 3-1-2-A-17 に示す。 

θθ

スキューショット撮像
 

図 3-1-2-A-17 スキューショット撮像方式 

 

図 3-1-2-A-10 基本的観測方式に示す他の観測方式はすべて衛星の軌道と平行

に観測を行う方式である。しかしながら、河川の氾濫や津波被害など、広いエリアを 1

回のパスで撮像する場合、図 3-1-2-A-10 の広域撮像方式よりも河川の流れや海岸

線に沿って撮像した方が効率的な場合が多い。（図 3-1-2-A-18 参照）スキューショット

撮像は撮像中に姿勢駆動制御を行い、軌道に対して一定のスキュー角度θ 方向に撮

像を行う方式である。 

広域撮像モード撮像 スキューショット撮像

撮像軌跡

事例：津波被害の観測

衛星軌道 衛星軌道

 
図 3-1-2-A-18 スキューショット撮像方式利用例 

 

本スキューショットに対する詳細解析を行った結果、以下の通り、スキューショット撮

像が可能であることが確認された。 

・ ASNARO のリアクションホイール（RW）の性能では、スキュー角 120°までの撮像
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が可能。 

・ スキュー角 0～60°の範囲の撮像では 12 秒程度までの撮像が可能。 

・ スキュー角がさらに大きくなるに従い、撮像短期安定度の影響により撮像時間が

短くなる。ただし、スキュー角（θ ）0～120°の範囲内であれば最悪条件下でも 4 秒

の撮像が可能。 

 

イ、ラインレート可変機能 

ASNARO では TDI 撮像（Time Delayed Integration（時間遅延積分方式））を行うため

に、CCD 上での撮像画像の流れと観測点の直距離（スラントレンジ）からラインレートを

計算する機能を持っている。１シーンの撮像において、スラントレンジは一定でなく、以

下の理由により変動する。 

 

a, 慣性固定のまま（スナップショットで）楕円状の地表面をスキャンするため。 

（図 3-1-2-A-19 参照） 

b. スキューショット撮像などで衛星がレートを持つため。（図 3-1-2-A-20 参照） 

c, 衛星軌道に離心率があるため。 

d, 撮像中に地表面の標高が変わるため（図 3-1-2-A-21 参照） 

 

ASNARO にラインレート可変機能を持たせることにより、上記原因による短期安定

度の劣化を抑制することができ、撮像性能の向上につながる。特に、日本のような標

高差の激しい地形では、標高差を加味したラインレート可変機能が効果的である。 

 

地表面

衛星（慣性固定姿勢）

スラントレンジ変化

 
図 3-1-2-A-19 楕円体上地表面によるスラントレンジ変化 

地表面

衛星（レートあり）

スラントレンジ変化

 
図 3-1-2-A-20 衛星レートによるスラントレンジ変化 
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15km撮像（約2秒） 15km撮像（約2秒）

従来方式：1シーン撮像中にラインレート固定 本提案：1シーン撮像中にラインレート可変
 

図 3-1-2-A-21 標高差変動によるスラントレンジ変化 

 

ASNARO では運用性向上の施策としてラインレートを撮像中に 1 秒周期で可変する

機能を追加した。詳細解析の結果以下の点が確認された。 

・ 1 秒周期のラインレート更新機能により、撮像短期安定度で制限される撮像時間が

４秒から 10 秒以上に拡大。 

・ 国内の地形であれば、1 秒のラインレートの更新周期で十分な撮像短期安定度が

獲得できる。 

 

ウ、恒星による光学センサアライメント方式 

撮像された画像の画素位置決定精度は、姿勢決定誤差・軌道位置決定誤差に併

せて衛星本体と光学センサ間のアライメント誤差が影響する。その中でもアライメント

誤差の影響は大きいが、画像の中に地表基準点（GCP）を含む場合にはこれを頼りに

補正を行うことができる。 

しかし、画像の中に常に GCP を期待することはできないので、上記アライメント誤差

を事前に校正する必要がある。 この校正方法として図 3-1-2-A-22 のように、宇宙空

間に存在する恒星により正確にアライメント校正を行う機能を追加した。 

 
 

図 3-1-2-A-22 恒星撮像 

 

詳細解析およびシミュレーションの結果以下の点が確認された。 

・ ASNARO の CCD 感度では、８等級までの恒星が検出可能。これにより、オンボード
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上で、銀河面を指向すれば、各 CCD で３～１０個程度の恒星が撮像可能。 

・ 恒星撮像への姿勢マヌーバで姿勢短期安定度が許容の範囲内にある。 

 

エ、光学センサ撮像トラッキング方式 

図 3-1-2-A-23 に高 S/N 撮像（光学センサ撮像トラッキング方式）の概略を示す。高

S/N 撮像では、衛星に進行方向とは逆方向のレートを与えることにより、光学センサが

観測点を凝視する時間を長くする。その結果、CCD への入射光量が増加し、高緯度地

域や冬季のような暗い観測点であっても撮像ができる。 

 

撮
像

を
継

続

撮
像

を
継

続

高S/N撮像
 

 

15km撮像（約2秒）

従来方式：衛星は慣性姿勢のまま1シーン撮像

15km撮像（>2秒）

追加機能：トラッキング方式
 

 

図 3-1-2-A-23 高 S/N 撮像方式 

 

詳細解析結果から以下の点が確認された。 

・ 従来のスナップショット撮像の３０倍の高Ｓ／Ｎ撮像が可能。 

・ １～３０倍の範囲の高Ｓ／Ｎ撮像であれば、10 秒の撮像が可能。 
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(3)搭載ミッション機器の開発 

①光学センサ設計 

光学センサ諸元を表 3-1-2-A-8 に、光学センサの構成品を表 3-1-2-A-9 に、光学

センサ形状図を図 3-1-2-A-24 に示す。設計結果として、光学センサはすべての機能・

性能要求を満足することを確認した。 

 

光学センサの機能を以下に示す。 

・ 可視近赤外域をパンクロ：1 バンド/マルチ：6 バンドで観測することにより高分解能

かつ高画質な地表の画像データを同時に取得する。 

・ 上記バンドによる観測のため、パンクロ・マルチ一体型の反射型光学系方式による

集光機能を有する。 

・ 高画質画像を取得するため、パンクロ、マルチともに TDI 型 CCD によるプッシュブ

ルーム（Pushbroom）方式により地上を撮像する機能を有する。 

・ 軌道上で予測される焦点位置ズレ量をモニタするための焦点位置モニタ用 CCD を

有する。また軌道上で予測される焦点位置ズレを補正するための焦点調整機構を

有する。 

・ 軌道上で予測される熱環境に対し、要求性能を維持するための温度制御機能を有

する。 

・ 光学センサの状況をモニタするため、テレメトリ信号及び各部の動作指示のための

コマンド信号の送受をミッション制御部と行う機能を有する。 

・ 光学センサは、開口カバーを有し、観測時以外は開口カバーを閉じることにより光

学センサ内部の温度を安定化する機能を有する。開口カバーの開閉は、ミッション

制御部内の開口カバー駆動部による。 

・ 軌道上でマルチバンドの感度をモニタするために、内部光源による校正機能を有

する。 

 

表 3-1-2-A-8 光学センサ諸元 

項  目 設計結果 備  考 

軌道高度 504km  

軌道 太陽同期準回帰軌道、円軌道  

センサの種類 高分解能パンクロ・マルチセンサ  

マルチセンサバンド数 ６バンド 可視及び近赤外 

空間分解能(GSD) パンクロ：0.5m 未満 

マルチ： 2m 以下 

直下 

観測幅 パンクロ：10km 以上 

マルチ： 10km 以上 

 

 

検出器種類 パンクロ：TDI 型 CCD 

マルチ：TDI 型 CCD 

 

TDI: Time Delayed Integration（時間遅延積分方式） 

CCD：Charge coupled devices（電荷結合デバイス） 
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表 3-1-2-A-9 光学センサ構成品目 

名称 略称 台数 担当 

光学センサ OPS 1  

 集光光学部 OPT 1 機構 

フォーカルプレーンアッセンブリ FPA 1 NEC 

パンクロアナログ信号処理部 PA-ASP 1 NEC 

マルチアナログ信号処理部 MU-ASP 1 NEC 

光学センサ電源部 OPS-PWR 1 NEC 

内部校正光源投光部 CAL-O 1 NEC 

光学部後方カバーアッセンブリ OPS-CVR 1 NEC 

光学センサ内熱計装 OPS-TINT 1 NEC 

光学センサ内電気計装ハーネス OPS-EINT 1 NEC 
注： 機構が担当する「ミラー研磨及び組立」に必要となるフライト品は集光光学部に帰属する。それ以外の品目は

NEC が担当する。 

 
 

鏡筒 

２次鏡 １次鏡 

ヒータプレート 

光学ベンチ 

フォーカルプ

レーン 

３次鏡 

焦点調整機構  
図 3-1-2-A-24 光学センサ形状図（光学部及び FPA のみ記載） 

 

② 光学センサ用 LSI 設計・試作・実装 

光学センサ高信頼性化検討結果として、光学センサに搭載するアナログ ASIC の

SOI (silicon on insulator)化開発を行い、下記の試験を実施した。なお、今後打ち上げ

までの工程において光学センサに実装する。 

 

・ ロット保証試験 

光学センサ向けフライト用アナログ ASIC に対するロット保証試験を行い、宇宙用途

に適合する信頼性品質保証を有する製品であることを確認、完了した。 
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・ 重粒子照射試験 

アナログ ASIC に対し、軌道上想定される放射線環境を模擬した放射線試験を実

施し、本デバイスの耐放射線耐性を評価、把握し、宇宙搭載機器に使用可能な耐

放射線性を有していることを確認、完了した。 

③ 直接伝送系（DT）設計 

直接伝送系諸元を表 3-1-2-A-10 に、直接伝送系の構成品を表 3-1-2-A-11 に示

す。設計結果として、DT はすべての機能・性能要求を満足することを確認した。 

 

DT の機能を以下に示す。 

・ 可視域内にある任意の位置にある地上局にアンテナを指向し、統合型データレコ

ーダ（ISSR）から入力される観測データを直接伝送できること。 

・ コマンドにより 416Mbps/QPSK と 832Mbps/16QAM に切替できること 

 

表 3-1-2-A-10 直接伝送系諸元 

項目 要求性能 

1  搬送波特性  

  1.1  搬送波周波数 8180MHz  

  1.2  占有帯域幅 300MHz 以下 

2  変調特性  

  2.1  変調方式 QPSK / 16QAM 切替 

  2.2  伝送レート 832Mbps  (16QAM 時) / 416Mbps (QPSK 時)切替 

（リードソロモン符号化後） 

3  アンテナ特性  

  3.1  偏波 RHCP 

  3.2  ビーム指向範囲 Z 軸±90° 
QPSK：Quadrature PSK [phase shift keying] 四状態[直交]位相偏移符号化 

16QAM：16Quadrature amplitude modulation 16 直角位相振幅変調, 直交振幅変調 

RHCP： right-handed circularly polarized wave 右旋円偏波 

 

表 3-1-2-A-11 直接伝送系構成品 

構成品目 略号 数量 備考 

X バンド変調器 X-MOD 1  

X バンド送信機 X-PA 1  

X バンドフィルタ X-FIL 1  

X バンドアンテナ X-ANT 1  

 

④ ミッション制御系（MCS）設計 

ミッション制御系諸元を表 3-1-2-A-12 に、ミッション制御系の構成品目を表

3-1-2-A-13 に示す。設計結果として、MCS はすべての機能・性能要求を満足すること

を確認した。 

 

MCS の機能を以下に示す。 

・ バスから配信されるコマンドデータを解析する機能を有すること。また、ミッションテ
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レメトリ生成機能で生成した必須 HK をスペースワイヤ経由で送信する機能を有す

る。 

・ バスからのコマンド及びミッション自動化機能によるコマンドを、MCS 内、OPS 及び

DT に配信する機能を有する。 

・ ミッション部のテレメトリを収集し、バスに送出するための必須 HK（ハウスキーピン

グ：衛星状態管理モニタ）及び ISSR にて記録するためのミッションテレメトリを生成

する機能を有する。 

・ 地上から送信された運用タスク(一連のコマンドシーケンス)に従って、サブシステム

/機器を動作させる機能を有する。 

・ 地上から送信するコマンド数の削減を図るため、サブシステムの動作モードを変化

させるための一連のコマンドシーケンスをタイムライン、ないしマクロコマンド(グル

ープコマンド)として内部メモリに保持する機能を有する。 

・ 地上からの撮像要求及びGPSデータを基に、撮像パラメータ(姿勢要求/ラインレー

ト等)を決定する機能を有する。 

・ X バンドアンテナの指向制御を行い、アンテナのモータを駆動する機能を有する。 

・ 開口カバーの制御を行い、開口カバーのモータを駆動する機能を有する。 

・ OPS からの撮像データ及びテレメトリ、温度、GPS データ、姿勢センサデータ等を記

録する機能を有する。 

・ 記録した撮像データ及び低速データを再生する機能を有する。 

・ ミッションコマンドデータの復号、再生データの符号化を行う機能を有する。 

・ 焦点調整機構の制御を行い、焦点調整用モータを駆動する機能を有する。 

・ バスから受信した時刻データを、OPS に対して配信する。また同様にバスから受信

した時刻基準信号を、OPS 及び DT に対して配信する機能を有する。 

 

表 3-1-2-A-12 ミッション制御系諸元 

No

. 
項目 主要性能 備考 

1 観測データ記録 

チャンネル数 

パンクロマッチックセンサ(Pa)： 

   8 チャンネル 

マルチスペクトルセンサ(Mu)： 

   4 チャンネル 

Pa 焦点調整用 ： 2 チャンネル 

 

2 観測データ容量 120 Gbytes(EOL) 1Gbytes     

=10243 bytes 

3 DT 出力系データ 

レート 

16QAM 時 ： 832.56Mbps 

 QPSK 時 ： 416.28Mbps 

1Mbps  

=106 bps 
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表 3-1-2-A-13 ミッション制御系構成品 

構成品目 略号 数量 備考 

ミッション制御装置 MCU 1  

ミッションテレコマ装置 TCU 1  

統合型データレコーダー ISSR 1  

ミッションコントロール 

フライトアプリケーションソフトウェア ※1 

MCFS 1  

※1：ソフトウエアは MCU に実装される。 

 

⑤ ミッション機器製造・試験 

ア、光学センサ 

集光光学部及び各構成機器の製造を行った。また集光光学部のインテグレーション

後の試験を行い、分解能と S/N に影響する MTF 特性（Modulation Transfer Function：

空間周波数特性）及び効率を含む性能が要求を満足していることを確認した。図

3-1-2-A-25 に集光光学部の完成写真を示す。 

また、PA-ASP、MU-ASP（ASP: アナログ信号処理部）、焦点調整機構（CAL-O）、

光学センサ電源部（OPS-PWR）についてはミッション電気部との噛み合わせ試験を実

施し、下記の電気インタフェースが正常であることを確認した。 

・ ISSR との画像データインタフェース 

・ TCU とのテレメトリ／コマンドインタフェース 

・ TCU との駆動信号インタフェース 

 

 
 

図 3-1-2-A-25 集光光学部 

 

イ、ミッション構造部 

実際に軌道上に打ち上げられるミッション構体フライトモデル（FM）を組み合わせた

ミッション構造部を製造した。ミッション構造部の外観形状を図 3-1-2-A-26 に示す。 
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図 3-1-2-A-26 ミッション構造部 

 

ウ、ミッション電気部 

実際に軌道上に打ち上げられるミッション系電気コンポーネントフライトモデルを組

み合わせたミッション電気部を製造した。電気コンポーネント（一部は試作モデルや同

等の機能を有する模擬装置）を電気的に接続し、下記の電気インタフェースの確認、

サブシステムの機能性能試を行った。ミッション電気部の外観形状を図 3-1-2-A-27 に

示す。 

・ DT 機能・性能確認（DT サブシステム試験として実施） 

・ TCU-ISSR 間インタフェース確認（MCS サブシステム試験として実施） 

・ X-MOD/X-PA と TCU 間のテレメトリ・コマンドインタフェース確認 

・ X-ANT と TCU 間の駆動信号インタフェース確認 

・ カバー駆動機構と TCU 間の駆動信号インタフェース確認 

・ ISSR と X-MOD 間の画像データ信号インタフェース、ローカル信号インタフェース確

認 

 
図 3-1-2-A-27 ミッション電気部 

 

⑥ ミッション総合試験 

上記の通り OPS による光学性能検証結果、ミッション構造部／ミッション電気部によ
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るインテグレーション性確認結果、ミッション電気部による電気的検証結果、及び各機

器・サブシステム試験結果、設計・解析結果により要求されたミッション総合性能を満

足していることを確認した。 

 

(4)宇宙実証 

①打ち上げ機候補洗い出し 

以下のロケットについて、調査・インタフェース設計・解析を行った。 

・ 国産ロケット  

イプシロンロケット（開発中）、H-IIA  

・ 海外ロケット 

DNEPR、ROCKOT、Kosmos 3M、Falcon-1e 

 

②打ち上げ機選定 

その後以下の観点で打上機を DNEPR と ROCKOT に絞り、担当会社に提案要請を

行い、提案書を入手した。 

・ 打上能力と性能 

・ 打上げスケジュール適合性 

・ 実用性 

・ 打上げ実績 

その結果、DNEPR により打ち上げることが決まった。 

 

③宇宙実証 

NA（中間目標は打ち上げ機選定まで。最終目標には宇宙実証結果および評価が

含まれる。）



 A-43 

３－１－３－Ａ 特許出願状況等 

 

表 3-1-3-A-１ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

論文 「先進的宇宙システム ASNARO の開発」＠NEC 技報 Vol.64 

No.1（2011 年 3 月） 

H23.3 

投稿 「 ASNARO プロジェクト 小型衛星開発で日本の強みを活かし

海外展開めざす」＜インタビュー記事＞＠向学新聞 

H23.3 

発表 「ASNARO」のパネル展示@国際航空宇宙展（JA2008） H20.10 

 「ASNARO GPSR における SpaceWire の適用事例」@ SpaceWire

ユーザ会 

H21.12 

 「地球観測衛星の小型化・高機能化のイノベーション」@経済研

究所 BBL セミナー 

H22.2 

 ASNARO 紹介＠ NHK「サイエンスアイ」 H20.10 

 ASNARO 紹介＠テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 H22.3 

 ASNARO 紹介＠BS-i「榊原・嶌のグローバルナビ」 H22.8 

 ASNARO 紹介＠経済産業ジャーナル（METI Journal） H22.11 

 ASNARO 紹介＠経済産業ジャーナル（METI Journal） H22.12 

論文・

発表 

System Outline of the Advanced Satellite with New System 

ARchitecture for Observation (ASNARO)＠27th International 

Symposium on Space Technology and Science 

H21.7 

 

 Introduction and the Outline Of the ASNARO Project 

(Advanced Satellite with New System ARchitecture for 

Observation) ＠ 27th International Symposium on Space 

Technology and Science 

H21.7 

 

 System outline of small Standard bus and ASNARO 

spacecraft@23nd Annual AIAA/USU Conference on Small 

Satellites (AIAA:The American Institute of Aeronautics and 

Astronautics, USU: Utah State University) 

H21.8 

 ASNARO 衛星のシステム概要@第 53 回宇宙科学技術連合講

演会 

H21.9 

 先進的宇宙システムコンソーシアムでの衛星開発運用活性化

活動の概要@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 

H21.9 

 先進的宇宙システムコンソーシアムでのインタフェース標準の

検討@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 

H21.9 

 先進的宇宙システムコンソーシアムでの民生部品・機器採用

基準・信頼性の検討@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 

H21.9 

 先進的宇宙システムコンソーシアムでの自動自律運用・どこで

も運用の検討@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 

H21.9 

 「小型化等による先進的宇宙システムの研究開発」成果活用 H21.9 
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３－２－Ａ 目標の達成度 

表 3-2-A-1．目標に対する成果・達成度の一覧表（中間評価時点）全体 

項目 目標・指標 

（中間評価時点） 

成果 達成

度 

総合シ

ステム 

総合システムとしての

達成目標設定および

宇宙機、地上系への

要求の明確化を実施

する。 

宇宙機側と地上システムである「可搬統合

型小型地上システムの研究開発」担当（パス

コ）とで、合同調整会議および細部技術検討

を行う分科会により「総合システム開発仕様

書」を平成 23 年 3 月に制定した。 

達成 

新しい

仕組み 

コンソーシアム活動に

より、今後の小型衛

星への適用を考慮し

た新しい仕組みを構

築する。 

宇宙機関との連携、宇宙関連企業の技術を

集結しただけでなく、中小企業や新規参入

企業もコンソーシアムとして加えることにより

、先進的宇宙システム設計、製造、試験の「

仕組みづくり」の検討を行った。 

達成 

高性能

光学セ

ンサ 

地上分解能（GSD）

0.5m 未満（軌道高度

500km、パンクロマチ

ック）を目標とする可

視光地球観測センを

開発する。 

設計の段階から最終目標である地上分解能

（GSD）0.5m 未満（軌道高度 500km、パンクロ

マチック）のセンサとそれに光を就航すること

のできる光学反射望遠鏡を開発し、個別試

験で性能評価が出来る段階まで完成した。 

達成 

による産業化への取組み@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 

 Study of criteria of commercial parts and equipment in the 

advanced space system consortium@ The 22nd 

Microelectronics Workshop 

H21.9 

 Project Outline of the Advanced Satellite with New system 

ARchitecture for Observation (ASNARO) @60th International 

Astronautical Congress 

H21.10 

 Project Outline of the Advanced Satellite with New system 

ARchitecture for Observation (ASNARO) @22nd Micro- 

electronics Workshop 

H21.10 

 The Outline and the Application of Advanced Satellite with New 

System ARchitecture for Observation (ASNARO) @3rd IAA 

Africa Regional Conference (IAA: The International Academy 

of Astronautics) 

H21.11 

 衛星搭載用高速デジタル変調器の開発@電子情報通信学会

ソサイエティ大会 

H22.9 

 ASNARO プロジェクト概要@宇宙科学研究所 小型科学衛星

シンポジウム 

H23.3 

表彰 「高強度反応焼結 SiC のミラーの開発」（社）日本セラミックス

協会より第 63 回日本セラミックス協会賞技術賞 

H21.8 
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項目 目標・指標 

（中間評価時点） 

成果 達成

度 

小型衛

星バス 

バス質量 300kg 程度

以下の小型地球観測

衛星を開発する。 

JAXA との共同研究により、推進系に燃料を

充填した状況で 300kg 以下の重量となる小

型衛星バスを製造し、熱機械的特性の設計

検証、電気的性能の確認等を実施した。 

達成 

短納期

の仕組

み 

2 年間で製造試験を

実現する仕組みを構

築する。 

新しい宇宙システム対応の標準ネットワーク

方式を採用することで、変更に対してはソフ

トウエアの変更で対処が可能になったため

バス機器のリピート生産が可能になり、設計

変更により必要であった費用やリードタイム

が圧縮でき、それにより 2 年以内の開発が

可能であるという目処が立った。 

達成 

自動自

律運用 

自動機能、自律機能

を効率的に活用し、

観測計画と、バス運

用のコマンドをアップ

ロード可能な仕組み

を構築する。 

自動機能、自律機能を活用し、観測計画と

バス運用のコマンドをアップロード可能な衛

星側の仕組みを構築した。 

達成 

宇宙実

証 

運用準備・打上準備

を開始する。 

打ち上げ機に関して、候補会社に対して提

案要請を出し、最終的に 2012 年 12 月の打

ち上げに対応可能な打上サービス提供会社

を選定した。 

達成 

 

 

表 3-2-A-2．目標に対する成果・達成度の一覧表（中間評価時点）要素技術 

 

要素技術 目標・指標 成果 達成

度 

（１）先進的な

宇宙システム

開発アーキテ

クチャの確立 

 

 （中間目標は達成している

が、今後事業終了時ま

で、更なる活動を行う。） 

 

・ネットワーク

導入 

新しいオープンアーキテクチ

ャのスペースワイヤを活用し

衛星を構築する。更に一般に

活用可能な試験センタの構想

設計を実施する 

スペースワイヤネットワー

ク導入基準を作成し、スペ

ースワイヤ標準試験に関

する情報共有を実施した。

また、スペースワイヤ試験

センタに対する要望と拡張

計画を検討した。 

 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成

度 

・熱構造電気イ

ンタフェース基

準の設定 

小型衛星内部搭載機器に関

する簡素化したインタフェース

基準を作成する。 

「インタフェース基準案」の

作成および新規参入の技

術者がインタフェース基準

書を予備知識なく読み解く

ための解説資料を作成し

た。また、小型衛星の打ち

上げロケットの環境条件

の比較資料を作成した。 

達成 

・民生部品採

用基準の設定 

SERVIS プロジェクトの資産を

活用しつつ、搭載予定の民生

部品評価に適用する基準を

作成する。先進的な宇宙シス

テムに使用する民生部品につ

いて、シングルイベント耐性評

価を実施する。 

民生部品採用基準のドラ

フト版の作成、いくつかの

民生品コンポーネントにつ

いてシングルイベント耐性

試験を実施した。また、タ

ングステンシートの放射線

減衰特性試験も計測し

た。 

達成 

・民生機器採

用方針設定 

民生機器採用基準の策定とリ

スク評価・管理方法を方針に

盛り込む。 

リスク評価、管理方法を盛

り込んだ民生機器採用方

針（ドラフト版）の作成を行

った。HALT 試験（高加速

寿命試験）の宇宙機器適

用の可能性の検討を行っ

た。 

達成 

・民生品利用

における信頼

性/信頼度の

考え方 

民生品利用機器の信頼性を

検討する新しい信頼性/信頼

度の考え方を検討する。 

最新部品を適用する場合

の信頼性/信頼度の考え

方の案を作成した。

HALT/HASS（高加速スト

レススクリーニング）の結

果から信頼度を算出する

可能性の検討をした。 

達成 

・試験検証の

考え方 

従来の考え方を見直し、簡略

化された試験検証の考え方を

定める。 

従来の試験をレビューし

試験項目の見直し（設計

検証・ワークマンシップ検

証）、コンポーネント試験

方針の整理等を行った。 

達成 

・自動自律化

による運用の

省力化 

現状の自動化・自律化技術を

元に、現状の把握と今後の方

向を明確にする。 

自動自律化（運用省力化）

の対象の考察、現状の衛

星運用システムの調査、

自動自律化の方向性に関

する検討を行った。 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成

度 

・ネットワーク

によるどこでも

運用 

現状の衛星運用、あるいは他

業種の技術状況を調査して、

場所に依存しない運用形態

の構想検討を行う。 

どこでも運用に関する、概

念の整理、サービスと対

象による分類、実現レベ

ルの考え方、実現のため

の必要な技術要素、要求

と要件、どこでも運用イメ

ージをまとめ、運用想定と

実現課題の整理を行っ

た。 

 

達成 

（２）標準的小

型衛星バスの

開発 

 

 

（中間目標は達成したが、

事業終了に向けて、運用

性向上策の実装、最終的

な搭載機器による総合試

験等を実施していく。） 

 

①衛星システ

ム及び衛星バ

スの開発 

質量 300kg 以下の小型衛星

バスの設計・製造試験を実施

する。 

小型衛星バスのシステム

設計を行い、構造モデル

について、JAXA と共同研

究を設計の確認を実施し

た。搭載機器の設計結果

より、バス質量 300kg 以下

（推薬以外 250kg、推薬

45kg）の目途を得た。 

達成 

ア、衛星システ

ム及び衛星バ

ス設計 

衛星システム（システム性能、

機器配置、全体コンフィギュレ

ーション、質量配分、電力配

分等）およびバス設計（構成、

ネットワーク構成、熱/構造設

計等）を実施する。 

衛星システム（システム性

能、機器配置、全体コンフ

ィギュレーション、質量配

分、電力配分等）およびバ

ス設計（構成、ネットワーク

構成、熱/構造設計等）を

実施した。 

 

達成 

イ、衛星バス

製造・試験 

衛星バスの構成要素（コンポ

ネント、バス構造部/電気部）

の製造および試験を実施す

る。一部機器は、開発モデル

による試験も含まれる。 

衛星バスの構成要素（コン

ポネント、バス構造部/電

気部）の製造および試験

（構造モデル試験/熱モデ

ル試験、構造部/電気部

試験）を実施した。一部機

器は、開発モデルによる

試験も含まれた。 

 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成

度 

ウ、衛星システ

ム総合試験 

搭載フライトモデル、開発モデ

ル、システム性能解析による

評価を行う。 

衛星バス製造・試験項目

での試験結果および解析

結果よりシステム総合性

能を満足していることを確

認した。 

達成 

エ、衛星データ

ベースの整備 

衛星データベースの整備を行

う。 

衛星データベースの整備

を行い、バス電気部のシ

ステム噛み合わせ試験に

おいて評価を行った。 

 

達成 

②システム解

析 

宇宙機システム解析を実施

し、軌道上での特性予想を行

い設計条件、設計解析を行

う。 

軌道解析、推薬量解析、

構造解析、熱解析、通信

解析、電力解析、指向解

析、アジリティ解析、ロケッ

トインタフェース解析 

を実施。 

達成 

③運用性向上 撮像性能、運用性に優れた機

能・方式について、ソフトウェ

アを試作し評価を実施する。 

 

スキューショット機能、ライ

ンレート可変機能、恒星に

よる光学センサアライメン

ト、光学センサ撮像トラッ

キング等の方法について

ソフトの試作・評価を実施

した。 

達成 

(3)搭載ミッショ

ン機器の開発 

 

 

（中間目標は達成したが、

事業終了に向けて、宇宙

環境耐性を強化した LSI

の実装や最終的な搭載機

器による総合試験等を実

施していく。） 

 

①光学センサ

設計 

高度 500km から分解能

（GSD）0.5ｍ未満を実現する

光学部の集光光学部/電子部

機械部等の設計を行う。 

光学センサのシステム設

計/基本設計/詳細設計を

実施し、各構成要素の設

計も実施した。 

達成 

②光学センサ

用 LSI 設計・試

作・実装 

光学センサ系 SOI 製造プロセ

スを使用した光学センサ用

LSI を試作し、評価する。 

光学センサ系 SOI 製造プ

ロセスを使用した光学セン

サ用 LSI を試作し、ロット

評価試験や重粒子照射試

験を実施した。放射線耐

性が有ることが確認でき

た。 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成

度 

③直接伝送系

設計 

800Mbps の高速画像伝送を

可能にする直接伝送系の設

計を行い更に、符号化設計も

実施する。 

800Mbps の高速画像伝送

を可能にする X バンド１６

QAM 変調方式による直接

伝送系の設計を行い、更

に符号化設計も実施した。 

達成 

④ミッション制

御部設計 

ミッション制御系の設計を行

う。 

光学センサの制御や、直

接伝送系へのデータ配

信、アンテナ制御などを行

うミッション制御系の設計

を行った。 

達成 

⑤ミッション機

器製造・試験 

ミッション機器構成要素（コン

ポネント、ミッション構造部/電

気部）の製造および試験を実

施する。一部機器は、開発モ

デルによる試験も含まれる。 

光学センサを含むミッショ

ン系構成要素の製造およ

び試験を実施した。 

達成 

⑥ミッション総

合試験実施 

試験および解析によるミッショ

ン性能評価を実施する。 

光学性能検証結果、イン

テグレーション性確認結

果、電気的検証結果、及

び各機器・サブシステム

試験結果等や解析結果

によりミッション総合性能

を満足していることを確認

した。 

 

達成 

(4)宇宙実証    

①打ち上げ機

候補洗い出し 

国内外ロケットとのインタフェ

ース解析を実施する。 

国内外の各種打上ロケッ

トについて調査、インタフェ

ース設計、解析を行った。 

達成 

②打ち上げ機

選定 

打上げ機の選定作業を実施

する。 

打ち上げ能力、スケジュー

ル、実用性、打ち上げ実

績等から DNEPR と

ROCKOT に絞り最終的に

DNERP を選定した。 

達成 

③宇宙実証 NA NA（打ち上げ機側とインタ

フェース調整会議を進め、

2012 年末の打上の準備を

進めている。） 

NA 

 

 

 



 A-50 

４－Ａ 事業化、波及効果について 

４－１－Ａ 事業化の見通し 

 

（１）成果の利用例 

①地球観測データ利用事業への事業拡大 

NECは今回開発した技術を用いて小型標準バス「NEXTAR」という名称で製品化し、

ASNARO衛星と、海外に拡販する小型観測衛星のコンステレーションにより、観測画像

のデータ利用事業を推進する。データ販売事業については「可搬統合型小型地上シス

テムの研究開発」の成果と連携を取り、パスコとともに事業化を進める。 
 

②小型観測衛星による海外新興国への事業拡大 

データ利用志向の中～上級レベルの新興国ユーザを主なターゲットとした、小型地

球観測衛星システム販売事業を推進する。政府間協力と連携したアプローチと

NEXTARバスベースの500kg級高性能小型衛星による多様な観測ミッションラインアッ

プにより、海外拡販活動を行う。なお、機構/NECは現在までに東南アジア、アフリカ諸

国、南米諸国など10カ国以上の新興国に対するアプローチを既に実施中である。 

 

（２）事業化に至る期間 

①地球観測データ利用事業への事業拡大 

ASNAROの画像校正運用が終了する2013年度から事業化を計画。 

②小型観測衛星による海外新興国への事業拡大 

 2012年度中に初号機受注を目標として活動中 

 

（３）問題点の分析と明確な解決方策 

世界の小型衛星市場は、ドイツ、フランスなど国の強い支援があることから、欧州製

シェア 100%の状況が続いており、新規参入の大きな障壁となっている。新興国の国家プ

ロジェクトに対して新規に衛星を売り込む場合、価格が低くても過去に欧州メーカが販

売した衛星と同等の性能では、国家予算を投入して新たに衛星を購入することはありえ

ない。新規参入を実現するためには「同じ価格以下で現在保有する衛星より大幅な性

能向上が望まれる」ことが条件であり、今回の研究開発で実現した標準化、高性能化技

術を用いた小型衛星バス／ミッションは高い優位性を持つと考えられる。このように、上

記に示した事業拡大のためには ASNARO の成果達成が前提となる。そのためには

ASNARO 衛星を 2012 年度中に打上げ、軌道上での性能評価完了が重要である。引き

続きスケジュール面・性能面両方においてプロジェクト管理を行う。 

 

４－２－Ａ 波及効果 

 

今回の事業で開発した小型標準バス「NEXTAR」は高い汎用性をもち、ASNAROのミ

ッションである高分解能光学観測だけではなく、他のセンサ（レーダセンサ、ハイパース

ペクトラムセンサ等）による観測に対しても容易に対応が可能である。複数のセンサの

ラインアップを充実させ、さまざまなミッションで小型衛星コンステレーションを実現する

ことにより、地球観測データ利用事業に対して更なる事業の拡大が期待できる。 

また本事業成果の１つでもある先進的な宇宙システム開発アーキテクチャを活用し、
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NEXTARバスの拡張版としてASNAROよりも大型のセンサの搭載や、冗長化によるバ

スの長寿命化の実現、あるいは民生品を採用したNEXTARバスよりも安価で小型のバ

スの実現が可能である。ミッションだけではなく、バスのラインアップを充実させることに

より、海外新興国に対してさらなる事業の拡大が期待できる。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ａ 研究開発計画 

 

表 5-1-A-1．研究開発計画 

実施項目／年度 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24 

要素技術      

（１）先進的な宇宙シ

ステム開発アーキテク

チャの確立 

     

（２）標準的小型衛星

バスの開発 

     

①衛星システム及び

衛星バスの開発 

     

ア、衛星システム及び

衛星バス設計、 

イ、製造試験 

     

ウ、衛星システム総合

試験 

     

エ、衛星データベース

の整備 

     

②システム解析 

 

     

③運用性向上 

 

     

(3)搭載ミッション機器

の開発 

     

①光学センサ設計 

 

     

②光学センサ用 LSI

設計・試作・実装 

     

③直接伝送系設計      

④ミッション制御部設

計 

     

⑤ミッション機器製造・

試験（製造設計含む） 

     

⑥ミッション総合試験

実施 

     

(4)宇宙実証      

①打ち上げ機候補洗

い出し 

     

②打ち上げ機選定      

③宇宙実証       
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５－２－Ａ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、財団法人無人宇宙実験システム

研究開発機構（機構）および日本電気株式会社（NEC）が NEDO/経済産業省からの委

託を受けて実施した。また、共同実施先として国立大学法人東北大学、独立行政法人

宇宙航空研究開発機構（JAXA）が参加した。 

また、研究開発の実施に当たっては研究開発内容の評価を適切に実施するため、国

内有識者からなる委員会を機構内に設け、事業計画、実施結果等の審議を実施する技

術委員会（先進的宇宙システム技術委員会）を設置した。 

 

 
【委託先】 

  
【委託先】 

 

 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 
・研究項目： 

（１）先進的な宇宙システム開発アーキテクチャ 

（２）標準的小型衛星バスの開発 

  ①衛星システム及び衛星バスの開発 

（３）搭載ミッション機器の開発 

  ①光学センサ系(ミラー加工及び組立) 

  ③直接伝送系、④ミッション制御部 

  ⑤、⑥ミッション総合試験 

 日本電気株式会社 
・研究項目： 

（２）標準的小型衛星バスの開発 

  ②衛星システム解析 

  ③運用性向上 

（３）搭載ミッション機器の開発 

  ①光学センサ系 

   (ミラー加工及び組立除く） 

  ②光学センサ用 LSI 設計、 

   試作、実装 

（４）宇宙実証 

 

   

   

   

   

   

  先進的宇宙システム技術委員会 

委員長：JAXA 宇宙科学研究所教授 斎藤宏文 
   

     
         

    衛星開発運用活性化小委員会 

委員長：東京大学教授中須賀真一 
     

         

           

    システム小委員会 

委員長：JAXA 宇宙科学研究所教授 斎藤宏文 
     

         

           

    ミッション小委員会 

委員長：JAXA 宇宙科学研究所教授 中川貴雄 
     

         
           
  コンソーシアム      
           
           
   国立大学法人東北大学 

・研究項目：民生部品のシングルイベント耐性評価 
 

    

           

   独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

・研究項目：小型衛星バスの低コスト・短期開発を実現するための技術開発 
 

    

           

 

図 5-2-A-1．研究開発実施体制 
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５－３－Ａ 資金配分 

 

（１）資金配分 

平成 20 年度から平成 22 年度までの NEDO 経由の資金配分（実績）は以下のとおり。 

             表 5-3-A-1．各年度資金配分       （単位：百万円） 

年度 平成 20 21 22 合計 

小型化等による先進的宇宙システムの研究開発     

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 540 661 1000 2201 

日本電気株式会社 30 568 576 1174 

国立大学法人 東北大学 4 4 4 12 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構  0 0 0 0 

合計 574 1233 1580 3387 

 

（２）作業分担 

①財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（機構） 

・先進的な宇宙システム開発アーキテクチャ 

・標準的小型衛星バスの開発 

  -衛星システム及び衛星バスの開発 

・搭載ミッション機器の開発 

  -光学センサ系(ミラー加工及び組立)、直接伝送系、-ミッション制御部 

  -ミッション総合試験 

 

②日本電気株式会社（NEC） 

・標準的小型衛星バスの開発 

  -衛星システム解析、運用性向上 

・搭載ミッション機器の開発 

  -光学センサ系(ミラー加工及び組立除く） 

・光学センサ用 LSI 設計、試作 

・宇宙実証 

 

③国立大学法人 東北大学 

・先進的な宇宙システム開発アーキテクチャの確立の内、シングルイベント耐性試験 

 

④独立行政法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

・衛星システムおよび衛星バスの開発の内、小型衛星バスの低コスト・短期開発を実現

するための技術開発についての共同研究実施 
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５－４－Ａ 費用対効果 

ASNARO 衛星及び「可搬統合型小型地上システムの研究開発」の成果を活用するこ

とで、海外新興国へ小型観測衛星システムを（衛星及び地上システム）を販売すること

で、１つのプロジェクト当たり衛星製造、地上設備構築、打上、初期運用サービス総額１

００億円以上の売り上げが期待される。 

このシステムを複数の国に販売し、さらにこの売上に加えてデータ利用事業を拡大

することで、投入された資源量以上の成果及び波及効果が得られることが期待される。 

 

５－５－Ａ 変化への対応 

現在小型衛星を新興国向けに販売している英国 SSTL 社、韓国 Satrec Initiative (SI)

社の衛星の分解能は 1m～数 m のレンジであるが、近年 1m を切る観測衛星の開発を

進めている。ASNAROはその2社が開発中のセンサよりも高い分解能を持ったセンサを

すでに実現しており、商品価値としては十分高いと予測している。しかしながら、性能で

は劣るものの、価格面では非常に競争力があり、NEC としては ASNARO の成果をベー

スに複数衛星の製造・販売を前提とした量産体制を整え、更なる低価格化・短納期化の

準備を進めている。 
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Ｂ 空中発射システムの研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構
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１－Ｂ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｂ 事業目的 

現在、日本の基幹ロケットとしては H-IIA が存在しているが、H-IIA は大型衛

星等を打上げるための大型ロケットであり、現在の日本には中型、小型ロケッ

トが存在していないのが実情である。そして、H-IIA は打上げの信頼性こそ比較

的高いと言えるものの、コストとしては８５～１００億程度かかっており、中

型小型衛星を単独で打ち上げる場合は、外国のロケット等に依存せざるを得な

いのが現状である。ピギーバック等により H-IIA で打上げることも考えられる

が、打上げは主衛星の打上時期や軌道によって左右されることとなり、数年単

位で打上げが遅れることも想定される。また、近年、民生部品等の宇宙転用に

伴い、衛星のサイズも小型化が進んでおり、今後小型衛星の打上げは飛躍的に

伸びていくことが想定される。一方で、宇宙新興国においては、災害対策の一

環として、地球観測衛星等の打上げ需要が拡大しており、今後ますます小型地

球観測衛星等の打上げビジネスが活発化していくことが予想される。 

上記のような背景を踏まえ、空中発射システムの研究開発では、従来より低

コスト、高効率かつ機動的に小型衛星を打上げることができる先進的打上げシ

ステムを確立することにより、海外衛星打上げ市場における優位性を獲得し、

小型衛星の打上げビジネスに係る国際市場の獲得を目指す。 

 

１－２－Ｂ 政策的位置付け 

 空中発射システムの研究開発の政策的位置付けとしては、以下のものが挙げ

られる。 

 

① 新成長戦略」（平成２２年６月１８日、閣議決定） 

② 産業構造ビジョン２０１０」（平成２２年６月３日、産業構造審議会産業競

争力部会報告書） 

③ 宇宙基本計画」（平成２１年６月２日、宇宙開発戦略本部決定） 

④ 宇宙分野における重点施策について」（平成２２年５月２５日、宇宙開発戦

略本部決定） 

⑤ 「科学技術に関する基本政策について」答申（平成２２年１２月２４日、総

合科学技術会議） 

⑥ 地理空間情報活用推進基本計画（平成２０年４月１５日、閣議決定） 

  

これらの政策の中では、小型衛星の海外市場獲得、小型衛星の打上需要増加に

伴う打上げ手段の確保等が目的として記載されており、低コスト、高効率かつ

自由度の高い打上げ手段である空中発射システムの確立は、非常に重要な位置

付けとなっている。 

また、技術戦略マップ２０１１（宇宙分野）においても、「衛星打上げ手段で
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ある輸送系について、自在性の確保と国際競争力強化のためには、２０１０年

代後半にむけて、小型、超小型衛星向けの我が国の輸送システムの整備が急務」、

「超小型衛星は、我が国基幹ロケットである H-IIA の相乗りによる打上げ機会

の提供がなされているが、搭載される主衛星に合わせる形での軌道投入など、

超小型衛星の自在な打上げには一定の制約がある。このため、超小型衛星の打

上げ手段として、経済産業省が取り組む空中発射システムの基盤技術に係る研

究開発を着実に進める」と明示されている。 

 

１－３－Ｂ 国の関与の必要性 

宇宙システムは、一般的に極限環境下で極めて高い信頼性が求められ、その

研究開発や宇宙実証には多額の費用を要すること、また、我が国宇宙産業は欧

米と比べ官需依存度が高いこと等から、リスクが高く、かつ、直接利益に結び

つかない衛星の研究開発や宇宙実証を民間企業のみで実施することは困難であ

ることから、我が国が有する民生技術の強みを最大限活用するとともに、政府

による衛星・ロケット等の計画的な開発・調達を通じて、我が国宇宙産業の国

際競争力の強化に必要なこれら研究開発や宇宙実証の機会を提供することが必

要不可欠である。ロケットに代表される宇宙開発は、長期にわたる開発投資な

どそのリスクの大きさから、国が主導して開発が行われてきた分野である。世

界の宇宙産業をリードする諸外国においても、国によるロケット開発を経て、

その成果を商業転用するという実態を踏まえ、我が国において国際市場で競争

力のある宇宙産業を育成する観点から、商業化に向けたロケット開発初期段階

において基盤技術の整備に国が関与することは極めて重要である。 
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２－Ｂ 研究開発目標 

２－１－Ｂ 研究開発目標 

2000 年以降、欧米を中心として低コスト小型高性能衛星（Nano、Micro、Mini）や基

盤技術の開発が本格的に開始され、これまでの教育や技術実証のための小型衛星

から、災害監視、安全保障、ミッション実証、ベンチャ企業によるアイデア実証等の実

用衛星と利用拡大が進んでいる。近年では、Cubesat を利用した更なる小型高機能化

の技術開発が欧米を中心として始められている。しかし、小型衛星の打ち上げは、大

型、中型ロケットのピギーバックや相乗り打ち上げに頼らざるを得ないことから、ミッシ

ョン達成の大きな制約となっている。小型衛星の利用促進を図るために、機動的で低

コストな打ち上げ機会の実現が求められており、諸外国においては小型衛星の開発

と並行して小型ロケットの研究、開発が進められている。 

我が国のロケット計画には、開発中も含めて H-IIA、H-IIB、Epsilon ロケットしかなく、

Nano、Micro、Mini の小型衛星打ち上げには十分に応えられるものではないことから、

将来の超小型衛星の利用促進に寄与する低コスト小型ロケットの実現が求められて

いる。我が国特有の射場制約として、年間打ち上げ回数の制約や高傾斜角への打上

時の飛行経路の制約があることから、特定の射場が不要で高々度からロケット点火

を行う空中発射システムは、機動性、打ち上げ効率、コスト等の観点から小型衛星打

上には非常に有効な手段となる。 

 

上記背景を踏まえ、将来の小型衛星の需要増大、普及促進に寄与する、空中発射

システムの構築及び運用に不可欠な、航空機からのロケット分離に係わる技術や、

将来の事業化を見据えた低コスト化に係わる基盤技術の開発を行うとともに、民間打

ち上げ事業展開に必要な法規制等に係わる調査を行うことを本研究開発の目的とす

る。 

 

２－２－Ｂ 全体の目標設定 

航空機を利用して衛星を打ち上げる空中発射システムは、我が国には実績のない

打ち上げシステムであることから、空中発射システムの運用構想を策定し、新規技術、

低コスト化技術等の検討を行い、システムの成立性の確認を行う。また、将来の空中

発射システムによる民間打ち上げ事業化に向けて、航空法等の現行法や整備中の

宇宙活動法等の法制面の調査を行い、諸課題の整理を行う。 

 

本研究開発における基本方針を以下に示す。 

・  既存の航空機と固体ロケット技術をベースとして、研究開発を進める。 

・  研究開発に要する期間及び経費の低減を目指して、海外企業等との連携も

考慮する。ただし、開発成果は我が国独自に使用できるものとする。 

・  空中発射システムの打上能力は、適用可能な航空機の搭載条件と将来の

小型衛星の需要予測を考慮し決定する。 
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・  空中発射システムの開発や運用に適用する技術やインフラは、将来の民間

事業に利用可能なものとする。 

 

全体の目標を表２－２－Ｂ－１に示す。 

 

表２－２－Ｂ－１ 全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

航空機を利用して小型

衛星を打ち上げる空中発

射システムの運用構想を

策定し、技術課題の抽

出、解決策の検討等を実

施し、空中発射システム

の技術的成立性を確認

する。 

また、空中発射システ

ムによる民間打ち上げ事

業展開に必要な、法制面

の課題を整理する。 

空中発射システムの

運用構想を設定し、構成

するシステム及びその

技術課題を抽出する。 

また、諸外国における

民間打ち上げに係わる

施策を洗い出すととも

に、民間が空中発射シ

ステムによる打ち上げを

実施する場合の制約と

なる国内法等の課題を

抽出する。 

空中発射システムは小型

衛星の機動的な低コスト打ち

上げシステムとして期待され

ているが、我が国では実績の

ない打上システムであること

から、適用する新規技術及び

低コスト運用技術に係わる、

技術課題の抽出、解決策の

検討を行い、システムの成立

性を確認する必要がある。 

また、世界的に官製宇宙か

ら商業宇宙への移行が進む

中、我が国においても国際宇

宙法、国内法に準拠した民間

宇宙活動の促進に係わる法

規制の制定が必要である。 

 

 

２－３－Ｂ 個別要素技術の目標設定 

空中発射システムの構築に係わる諸課題への対応として、表２－３－Ｂ－１に示す

要素技術に識別し、個別に目標設定を行った。 

 

 

表２－３－Ｂ－１ 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

1.  空 中 発

射システム 

運用構想 

空中発射による

衛星打ち上げ及び

運用の構想検討を

小 型 衛 星 需 要

動向を基に、打上

能 力 の 設 定 を 行

将来、需要が見込まれ

る小型衛星の打ち上げが

可能な打ち上げシステム
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行い、技術的成立

性があり、将来の打

ち上げ事業展開に

資する低コストな空

中発射システム運

用構想を策定する。 

い、ベースとなる空

中発射システム運

用構想案を策定す

る。 

とする。 

我が国には空中発射シ

ステムの開発実績がない

ことから、空中発射システ

ムの運用に必要な構成シ

ステムを明らかにし、その

技術的課題を抽出する。 

2. ロケット

搭載/分離 

技術 

空中発射システ

ムに不可欠な、航空

機にロケットを搭載

する技術、高々度飛

行中の航空機から

ロケットを安全に分

離する技術、分離さ

れたロケットの正常

な飛行が可能なロ

ケット点火のための

姿勢安定化技術に

ついて、成立性を確

認する。 

空中発射方式を

決定する。 

ロケット搭載/分

離技術を確認する

ためにダミーロケッ

トを使用した高空

落下試験の候補と

なる航空機及び試

験場の洗い出しを

行う。 

飛行中の航空機からの

ロケット分離時に、ロケッ

トと航空機が干渉しない

安全な分離が必要であ

る。 

また、分離されたロケッ

トの点火時の姿勢が衛星

打ち上げの成否や分離し

た航空機の安全確保に繋

がることから、分離後のロ

ケットの姿勢を安定させる

必要がある。 

3.  運 用 管

制技術 

空中発射システ

ムのメリットを最大

限に引き出すととも

に、将来の打ち上げ

事業展開に不可欠

な低コスト運用技術

として、ロケットの自

律飛行技術と商用

衛星を利用した飛行

管制技術の成立性

を確認する。 

地球局に依存し

ないロケットの追

跡 管 制 方 式 の 構

想検討を行い、シ

ステム構成案を策

定するとともに、技

術課題の洗い出し

を行う。 

空中発射のメリットは、

打ち上げ効率の向上のみ

ならず、打ち上げ場所の

自 由 度 が 高 い こ と に あ

る。そのために、現在は

地上の地球局から連続し

て飛翔体を追跡する飛行

管制を行っているが、地

球局を必要とせず、自由

に飛行経路を設定できる

管制方式が必要である。 

4. 法規制 

調査 

空中発射システ

ムの実現に係わる、

現行の国内法規制

等の制約を整理す

る。 

また、諸外国にお

空中発射システ

ム実現の中核とな

る、航空機の利用

に係わる課題を抽

出する。 

米国における民

宇宙活動の展開には、

宇宙空間とその利用に関

する国際法規則（宇宙法）

の順守が必要であるが、

我が国は宇宙法の批准

国 で 有 る に も か か わ ら
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ける民間打ち上げ

事業展開に係わる

法規制の洗い出し

を行う。 

間打ち上げ事業に

係わる法規制等の

整理を行う。 

ず、国内法の整備が遅れ

ており、民間宇宙活動の

制約となっている。 

5.  小 型 搭

載電子機器

技術 

ロケット搭載電子

機器の小型、軽量、

低コストに必要な技

術を明らかにする。 

平成 23 年度より 

開始 

我が国のロケット開発

が、短期間でのシステム

開発と開発経費の削減に

力点が置かれていたこと

から、諸外国と比較し電

子機器の小型/軽量化等

の基盤技術において、大

きく後れを取っている。特

に小型ロケットにおいて

は、打上能力に大きな影

響を与えることから、早急

な対応が必要である。 

 

 

３－Ｂ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｂ 成果 

３－１－１－Ｂ 全体成果 

将来の小型衛星需要動向を調査し、空中発射システムの構想検討を行った。航

空機を利用した打ち上げ方式である空中発射システムは、航空機への搭載にあたり

質量や形状の制約等を受けることから、打上能力は適用する航空機や搭載方式の

影響を受ける。また、開発する技術は、適用する航空機の機種等の影響が尐なく汎

用性を確保することが重要である。また、空中発射方式による打ち上げメリットを有

効に引き出すとともに、地上インフラを最小限にし、低コスト化を実現できる運用管

制方式の構想検討を行った。 

 

図３－１－１－Ｂ－１にこれまでの成果に基づく、空中発射システムの将来運用構

想（案）を示す。 

ロケットは物料投下に使用される標準のプラットフォームに固定され、輸送機のカ

ーゴ内に搭載される。高々度を飛行中の輸送機の後部ドアが開き、プラットフォーム

に固定されたロケットは抽出傘により輸送機から投下される。投下後ロケットはプラ

ットフォームから切り離されるとともに、主傘が引き出され振り子運動をしながら緩降

下する。振り子運動の減衰後、主傘が切り離されロケット点火が行われる。 

飛行中のロケットは、搭載された GPS（Global Positioning System）受信機及び INS
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（Inertial Navigation System）により位置、姿勢情報等から飛行経路を計算し、自身の

飛行状況を判断する。同時にロケットの位置、姿勢等の情報は、商用通信衛星

（Inmarsat）を介して地上へ送信される。正常な飛行の確保が困難と判断された場合

は、ロケット及び地上の双方において飛行中断などの必要な措置を講じる。 

 

 

図３－１－１－Ｂ－１ 空中発射システム運用構想（案） 

 

 

３－１－２－Ｂ 個別要素技術成果 

（１）空中発射システム運用構想 

小型衛星の市場調査、ロケット分離方式のトレードオフを行い、将来の民間打ち上

げ事業展開に有効な空中発射システムとして、輸送機の胴体内にロケットを搭載し、

高々度からロケットを投下して 150kg の衛星を高度約 500km の極軌道に打ち上げる

システム構想を策定した。 

 

① 打上能力 

小型衛星の高性能、高機能化が進み、現在では CubeSat の実用衛星や軍事衛

星への利用のための開発も進められており、Pico、Nano、Micro、Mini 衛星の利

用は今後、急速に拡大することが予想される。また、小型、高機能、低コスト小型

衛星の出現により、新規市場の創成が期待されている。 

小型衛星の需要予測について、FAA（Federal Aviation Administration）の「2010 
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Commercial Space Transportation Forecasts」と 2010 年 5、6 月にポルトガルで開催

された 4S （Small Satellites Systems and Services ）シンポジウムにおいて、

Euroconsult と CNES が共著で発表したものに、小型衛星の実績と今後の予測に

関する情報が記載されている。 

Euroconsult と CNES の報告等に基づき、単独打ち上げ機会の確保が困難でか

つ、需要の見込まれる 150kg 衛星を、高度約 500km に打ち上げる空中発射システ

ムの検討を行った。 

 

（ａ） 2010 Commercial Space Transportation Forecasts 

FAA では、周回衛星機数と打ち上げ実績と今後 10 年間（2010～2019）の

打ち上げ予測（図３－１－２－Ｂ－１、表３－１－２－Ｂ－１）を行い、今後 10

年間では平均 26 機（打ち上げ機会 12 回）が打ち上げられるとしている。この

うち、直近の 2009 年から 2012 年の 4 年間では、106 機の衛星打ち上げが予

測（表３－１－２－Ｂ－２）され、200kg 以下の衛星は 25 機と全体の 1/4 程度

になると予測している。 

 

 

 
図３－１－２－Ｂ－１ 非静止衛星の打ち上げ実績と予測（FAA） 
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表３－１－２－Ｂ－１ 2010 年～2019 年の非静止衛星の打ち上げ予測（FAA） 

 

 

 

表３－１－２－Ｂ－２ 非静止衛星の衛星質量別の打ち上げ予測（FAA） 

 

 

 

（ｂ） Euroconsult と CNES の予測 

2010 年の 4S シンポジウムにおける両者共著の報告（LESSONS FROM 

THE PAST FOR THE FUTURE OF THE SMALLSAT MARKET）では、

Orbcomm、Gonets 及び Globalstar のコンステレーションを除き、500kg 以下の

小型衛星は 1999-2009 年にかけて 255 機が打ち上げられ、2010～2013 年の

4 年間で 100 機のバックログがあるとしている。そのトータル 355 機の内訳（図

３－１－２－Ｂ－２）は、欧州の政府衛星が 16％、その他の政府衛星 61％、

学術目的の衛星 13％及び商用衛星 10％となっている。また 355 機のミッショ

ンは、技術実証 32％、地球観測 28％、科学 21％、通信 14％及びその他 4

パーセントとなっている。（図３－１－２－Ｂ－３） 

また、355 機の衛星質量別では、10kg から 150kg の衛星が全体の 57％を

占めると予測されている。（図３－１－２－Ｂ－４） 
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図３－１－２－Ｂ－２ 355 機の衛星分類（Euroconsult/CNES） 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－３ 355 機の衛星ミッション分類（Euroconsult/CNES） 
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図３－１－２－Ｂ－４ 355 機の質量分類（Euroconsult/CNES） 

 

  

② ロケット搭載方式 

空中発射システムにおける航空機へのロケット搭載方式としては、亜音速機の

機体下部若しくは上部に搭載する亜音速水平発射方式、超音速機の機体下部若

しくは上部に搭載する超音速ズームフライト方式及び輸送機の胴体内部に搭載し

飛行中に後部ドアを開放して投下する空中投下方式の 3 方式が考えられる。 

3 方式の内、速度及び上昇高度から超音速ズームフライト方式の打ち上げ効率

が最も高いが、超音速機の利用性、ロケット搭載のための機体改造及び搭載質

量に大きな制約を受ける。亜音速水平発射方式については、次ぎに打ち上げ効

率の高い方式であるが、機体改造が必要なことから、特定の機体の占有（若しく

は所有）が必要となる。空中投下方式は、打ち上げ効率は 3 方式の中で一番劣る

が、ロケット搭載や分離のための特別な機体改造が不要であることから、航空機

の所有若しくは占有の必要がなく航空機の利用性が高く、搭載質量の制約も尐な

い。図３－１－２－Ｂ－５に 150kg 衛星を高度約 500km の極軌道へ投入するため

のロケット点火条件、ロケット質量の関係を示す。3 方式のトレードオフの結果を、

表３－１－２－Ｂ－３に示す。 

以上から、ロケット搭載方式として輸送機のカーゴにロケットを搭載する空中投

下方式を選定した。 
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図３－１－２－Ｂ－５ ロケット点火条件とロケット質量 

（打ち上げ極軌道、高度 500km、衛星 150kg） 
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表３－１－２－Ｂ－３ 空中発射方式のトレードオフ 

空中発射方式 
亜音速 

水平発射方式 

超音速 

ズームフライト方式 
空中投下方式 

付  図 

   

航空機改修 

ロケットを航空機の外部に搭載するため

の機体改修が必要 

物料投下に使用

される方式で、機体

改修は最小 

飛行性能 

への影響 

航空機の機体外部にロケットを搭載する

ことから、飛行性能の検証が必要 

航空機の機種、ロケット形状毎に個別の

検証が必要 

カ ー ゴ 内 へ の 搭

載 のため 、飛 行 性

能の検証不要 

150kg 衛星 

打上ロケット 

極軌道 500km 

12ton クラス 9ton クラス 

通常の戦闘機の

下部では搭載不可 

機体上部への搭

載が必要 

15ton クラス 

その他の 

開発リスク 

 外部搭載のため、

飛行中に気象の影

響有り 

ロケットに主翼が必

要 

 外部搭載のため、

飛行中に気象の影

響有り 

上 部 へ の 搭 載

は、緊急脱出、空中

給油などの機能を

阻害 

投下後の点火姿

勢の確立 

投棄物が発生 

総合評価 

△ 

航空機の改修が

必要で、使用する航

空機が限定される 

△ 

航空機の改修が

必要で、使用する航

空機が限定される 

○ 

航空機の改修が

ほとんど不要 

航空機の機種や

ロケット形状等の変

更に柔軟 

 

 

（ａ） 亜音速水平発射方式 

亜音速水平発射方式の空中発射システムは、航空機下部（若しくは上部）

のロケット搭載/分離機構によりロケットを搭載し、高々度からロケットを分離

する方式（図３－１－２－Ｂ－６）であり、ロケット分離に伴う投棄物はほとんど
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ない。ロケットは、航空機からの分離時の初速と高度及び分離直後からの翼

等による姿勢制御が可能なことから、打上能力の向上が期待できる。しかし、

ロケット搭載/分離のための航空機改造が不可欠であり、改造後の耐空証明、

型式毎の適合性試験は必要となり、専用の航空機（若しくは所有）を確保しな

ければならない。本方式の実施/検討例を表３－１－２－Ｂ－４に示す。 

本方式の適用例としては、1990 年から商用打ち上げを開始した、米国

Orbital Sciences 社の Pegasus ロケットがある。Pegasus の開発時と商用運用

初期は航空機として、NASA の NB-52 を使用していたが、1994 年以降は

NASA の超音速実験機 X-43A の実験を除いて、自社所有の L1011 を使用し

ている。Pegasus は小型ロケット専用の低コスト打ち上げ機として商用運用を

開始したが、ICBM 転用ロケットや、中国、インドの低コストロケットの台頭に

よりコスト優位性が低減している。Orbital Sciences 社では、Pegasus のコスト

低減には限界があるとして、新たな空中発射システムの検討を開始してい

る。 

 

 

 
図３－１－２－Ｂ－６  亜音速水平発射方式 
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表３－１－２－Ｂ－４ 亜音速水平発射方式の実施/検討例 

 

実施／検討例 実施例 実施例 検討例 実施例 

名称 Pegasus STD Pegasus XL 

Air-Launch 

rocket 

M-V ベース 

Enterprise 

滑空飛行試験

機 

実施国／機関 

米国 

NASA/ 

Orbital 

Sciences 

Corporation 

米国 

Orbital 

Sciences 

Corporation 

日本 

ISAS 

米国 

NASA 

概略図  

出典： 

NASA HP 

 

出典：Orbital 

Sciences 

Corporation HP 

 

出典： 

IAF90-178 

 

出典：

AIAA-2005-06

21 

搭載方法 翼下吊下げ 胴体吊下げ 背負い 背負い 

発射用航空機 

NB-52 

NASA 

所有機体 

L1011 

OSC 所有機体 
Boeing 747 Boeing747 

ロケット重量 19ton 23ton 52ton 70ton 

全長 

直径 

全長 15.5m 

直径 1.27m 

全長 17.6m 

直径 1.27m 

全長 17.3m 

直径 2.5m 

全長 37.2m 

直径 17.2m 

(翼幅) 

分離高度 

分離速度 

高度 12km 

速度 Mach 0.8 

高度 12km 

速度 Mach 0.8 

高度 10km 

速度 225m/s 

高度 6～8km 

速度- 
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（ｂ） 超音速ズームフライト方式 

亜音速水平発射方式と同様に超音速機の下部（若しくは上部）のロケット

搭載/分離機構によりロケットを搭載するが、発射用航空機は超音速加速後

に運動エネルギを位置エネルギに変換しつつ上昇運動を行い、ロケットの打

上能力が最大となる高度，速度，姿勢にてロケットの分離を行なう。（図３－１

－２－Ｂ－７）したがって、ロケットの全備質量に対する打上能力は，３つの方

式のうち最大となる。しかし、亜音速水平発射方式と同じく、航空機側の改修

が必要なことや搭載するロケット形状、質量の制約が大きい。超音速機では

機体下部にロケットを搭載するのが一般的であるが、より大型のロケット搭載

を可能とするために、超音速機を無人化して機体上部に搭載（緊急時のキャ

ノピからの乗員脱出ができなくなる。）する検討も行われている。 

超音速機を使用した空中発射システムについては、米国をはじめとして、

ロシア、ウクライナ、イスラエル等で検討が進められている。 

本方式の実施/検討例を表３－１－２－Ｂ－５に示す。 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－７ 超音速ズームフライト方式 
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表３－１－２－Ｂ－５ 超音速ズームフライト方式の実施/検討例 

実施／検討例 実施例 検討例 検討例 検討例 

名称 
ASM-135 

ASAT 
DRLV Microspace 

Global Strike 

Missile 

実施国／機関

等 

米国 

Air Force 

イスラエル 

テクニオン工

科大学 

ウクライナ 

Yuzhnoye SDO 

米国 

The Boeing 

Company 

概略図  

出典：USAF 

 

出典：

AIAA-RS6-20

08-5003 

 

出典：

Yuzhnoye SDO 

HP 

 

出典：

AIAA-RS4-20

06-2001 

搭載方法 胴体吊下げ 胴体吊下げ 胴体吊下げ 背負い 

発射用航空機 F-15A F-15I Su-27 F-15GSE 

ロケット重量 1.2ton 3.1ton 6.5ton 13.5ton 

ロケット外形 
全長：5.5m 

直径：0.5m 

全長：6m 

直径：1.25m

（star48V） 

全長 7.8m 

直径 1.27m 

全長 13.7m 

直径 1.32m 

分離速度 

分離高度 

高度：11.6km 

速度：Mach 

0.934（遷音速） 

高度：14.3km 

速度：472m/s

（Mach 1.6） 

高度：15km 

速度：500m/s 

(Mach 1.67) 

高度：14.6km 

速度：Mach 

1.35 

 

 

（ｃ） 空中投下方式 

空中投下方式は、輸送機のカーゴにロケットを搭載し高々度飛行中に後

部ドアを開放し、ロケットを放出する方式（図３－１－２－Ｂ－８）で、救援物資

の物料投下等で実施されている方式である。空中投下方式は、他の 2 方式と

比較し、ロケット投下時の高度、速度の点では劣るものの、輸送機内部への

ロケット搭載であることから、飛行中に航空機との空力干渉を受けないこと、

飛行中に所用の温度環境にロケットを維持できること、ロケット搭載のための

機体改修の必要性がほとんどないことから、専用の航空機が不要となり選択

肢が増える。輸送機は主に軍事利用を目的とした航空機であるが、米国の

C-130、C-17、ロシアの An-124、An-225 等の民間転用が行われている機種

もある。ただし、高々度での後部ドアの開閉が必要なことから、乗員への配慮
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が必要となる。空中投下方式の実施/検討例を、表３－１－２－Ｂ－６に示

す。 

空中投下方式については、米国、ロシアで開発が行われている。特に米国

においては、有人カプセルやフライバックブースタの回収実験など、航空機を

利用した多くの実験が行われている。 

 

 

 

３－１－２－Ｂ－８ 空中投下方式 
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表３－１－２－Ｂ－６ 空中投下方式の実施/検討例 

実施／ 

検討例 
実施例 実施例（投下のみ） 検討例 

名称 ミニットマン QuickReach HORVS 

実施国／ 

機関 

米国 

DOD 

米国 

AirLaunch LLC 

仏国 

CNES 

概略図  

出典：AIAA-2005-0621  

出典：AIAA-2007-6146 

 

出典：

AIAA-RS7-2009-1005 

搭載方法 胴体内 胴体内 胴体内 

航空機 C-5A C-17 A400M 

ロケット 

質量 
39ton（架台含む） 32ton 24ton 

ロケット 

外形 

全長 18m 

直径 1.67m 

全長 20m 

直径 2.2m 

全長 - 

直径 - 

分離高度 

分離速度 

高度 6km 

― 

高度 10km 

速度 Mach 0.6 

高度 6～10km 

速度 Mach0.45～0.6 

 

 

（２）ロケット搭載/分離技術 

① 投下方式 

本研究開発における空中発射システムにおけるロケット搭載方式として空中投

下方式を選定したが、ロケットの搭載/分離としては、AirLaunch LLC 社が

QuickReach で実施した Gravity Air Launch（GAL）方式、物料投下で適用されてい

る方式でプラットフォームに投下物を搭載し、プラットフォームと一緒に投下する

Platform Delivery System（PDS）方式及びロシアの Air Launch Aerospace LLC 社が

開発を進めている Air Launch Polyot の射出方式がある。表３－１－２－Ｂ－７に、

各方式の概要を示す。 

GAL 方式は、投下時に輸送機後部ドアとロケットの干渉の確認が機種毎に必要

となり、射出方式は投下時の干渉の他にロケット射出のための特別な装置が必要

となる。PDS 方式では、適用する輸送機と標準プラットフォームの組み合わせによ

り搭載物の質量、重心位置及び高さが制限されており、この制約内での使用にお

いてはあらゆる機種に適用が可能であることから、標準プラットフォームを使用した

PDS 方式を選定した。 
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表３－１－２－Ｂ－７ 投下方式 

投下 

方式 
GAL 方式 射出方式 PDS 方式 

特  徴 

輸送機の胴体内に

ロケット設置された投

下器材を搭載し、輸送

機の機首を上げること

によりロケットは自重

で投下機材上のロー

ラ上を 滑り投下さ れ

る。 

サイロ方式のミサイ

ル発射と類似の技術

であり、ロケットが搭

載 さ れ た 円 筒 （ サ イ

ロ）を輸送機内に設置

し、ガス圧によりロケッ

トを放出する。 

物料投下に使用さ

れるプラットフォーム

上に投下物を固定し、

プラットフォームごと航

空機から抽出傘によ

り投下する。 

イメージ 

米国 QuickReach の例 

 

 

 

ロシア Polyot の例 

 

 

 

物料投下の例 

プラットフォーム 

 

後部ドアからの投下 

 

績/ 

検討例 

米国：QuickReach 

ロケット 質量 32ton 

全長/径 20×2.2m 

航空機 C-17 

分離 高度 10km、 

速度 Ma0.6 

ロシア：Polyot 

ロ ケ ッ ト  質 量

100ton 

全長/径 32×3.2m 

航空機  An-124 

分離 高度 10km、 

速度 Ma0.6 

米国：ミニットマン 

ロケット 質量 32ton 

全長/径 18×1.67m 

適用航空機 C-5A 

分離 高度 6km 

評 価 

△ 

C-17 での実績しか

なく、他の機種ではロ

ケット投下時の機体と

の干渉や飛行性能へ

の影響確認が必要 

△ 

投下時の機体との

干渉や飛行性能の影

響確認が必要 

別途、射出装置が

必要 

○ 

標準プラットフォー

ムの運用制約（質量、

重心、形状）遵守によ

り、多種の機体適用

が可能 
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（ａ） GAL 方式 

航空機には Storage and Launch Canister（SLC）と呼ばれる投下器材を搭

載し、航空機の機首を上げることで、ロケットは自重により SLC 上に多数設置

されたローラ上を機体後方へ移動していく。投下されたロケットは抽出時に回

転運動を起こすことから、点火までに回転運動を制御する必要がある。GAL

方式で開発を進めていた AirLaunch LLC の投下試験では、ロケットの回転運

動を制御するために小型パラシュート（安定傘）を 1 つ使用していることから、

小型パラシュートが投棄物となる。（図３－１－２－Ｂ－９） 

米国 AirLaunch LLC 社の QuickReach（図３－１－２－Ｂ－１０）は、SpaceX

社の Falcon ロケット等と同様に国防高等研究計画局（DARPA ：Defense 

Advanced Research Projects Agency）の FALCON（Force Application and 

Launch from Continental United States）計画の一つとして開発を進め、C-17

を使用した高空落下試験までは実施したが、液体酸素とプロパンを使用した

エンジン開発に失敗し、開発を中止した。 

 

 

 
 

図３－１－２－Ｂ－９ ロケットの抽出 
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図３－１－２－Ｂ－１０ QuickReach のロケット概要 

 

 

（ｂ） 射出方式 

ロケットが搭載された円筒（サイロ）を輸送機内に設置、輸送機の機首を上

げるとともに、ガス圧によりロケットを放出する。サイロは、ミサイル打ち上げの

転用技術であり、発射システムを地下式サイロとすることにより、待機中や発

射準備中のミサイルにおける脆弱性の向上を図った。本技術は、主に米国と

旧ソ連（ロシア）に限られる。商用衛星打ち上げロケットである、Rockot、Dnepr

はサイロから打ち上げられている。 

本システムを採用しているシステムとして、ロシア・ウクライナの Air Launch 

Aerospace Corp.の Polyot がある。Polyot の運用図を図３－１－２－Ｂ－１１に、

輸送機内へのロケット搭載図を図３－１－２－Ｂ－１２に示す。輸送機は投下

前にダイブし機首を上げるとともに、ロケット後部（輸送機前部）からのガス圧

により、輸送機後部のドアからロケットを射出する。（図３－１－２－Ｂ－１３）本

方式はロケット投下のためのパラシュート等の投棄物のない方式である。

Polyot は全長 32.5m、質量 100ton の 3 段式液体ロケットで An124 輸送機を使

用した巨大なシステムである。 
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図３－１－２－Ｂ－１１ Polyot 運用構想図 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－１２ An124 内へのサイロ及びロケット搭載 
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図３－１－２－Ｂ－１３ Polyot のロケット射出 

 

 

（ｃ） PDS 方式 

ロケットは、プラットフォームに固定して輸送機内に搭載し、プラットフォーム

に取り付けられた抽出傘により、後部ドアから投下される。投下後、ロケットに

取り付けられたメインシュートが開傘し、同時にプラットフォーム及び抽出傘は

投棄される。ロケットは投下後に振り子運動を行うことから、ロケットの点火ま

でに姿勢安定を図る必要がある。（図３－１－２－Ｂ－１４）プラットフォームに

は標準タイプのものもあり、搭載条件（エンベロープ、質量、重心位置、高さ）

が規定されており、これらの制約の範囲内においての使用は、輸送機と投下

物の適合性が確認されていることから、機体、機種の特定は必要なく、汎用性

が高い。本研究開発では、最も大型の標準プラットフォームであるType V を適

用する。 

 

Type V プラットフォーム 

全長／幅      ： 9.6m／2.74m 

質量         ： 1.4ton 

投下物高さ   ： 輸送機毎に設定 

投下質量    ： 19ton（プラットフォームを含む） 

 

PDS 方式は、通常の物料投下方法として米軍、自衛隊等で採用されている

方式で、救難物資の投下や米軍のミニットマン、NASA の有人カプセルの投下

実験など、これまでに多種多様な投下実験等が実施されている。Type V は、

米国では C-130E/H/L、C-17、C-5 において運用されている。現在開発中で民

間転用も検討されている C-2 の Type V 適用が可能になれば、国産機による

空中発射システムの実現にもつながる。 
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図３－１－２－Ｂ－１４ 投下概要 
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② ロケット構想 

質量 150kg の衛星を高度 500km の極軌道に打ち上げることを目標として、Type 

V プラットフォームに搭載可能な固体ロケットの構想検討を行った。検討は、目標

打上能力を達成できる最小の輸送機である、C-130 を適用して実施した。C-130

適用時の投下物質量（Type V 質量を含む）及び寸法の制約を表３－１－２－Ｂ－

８に示す。 

上記条件に基づき、打上能力を考慮しロケットのサイジング及び打上能力の推

定を行った。その結果、全備質量 16.7ton の 3 段式固体ロケットにより、高度 5km

以上で 1 段点火を行えば、高度 500km の LEO（Low Earth Orbit）へ約 230kg 衛星、

高度 500km の極軌道へ約 170kg の衛星を打ち上げることが可能である。 

ロケットサイジングの結果を、表３－１－２－Ｂ－９に、ロケット点火高度と打上

能力の関係を、図３－１－２－Ｂ－１５に示す。 

 

 

表３－１－２－Ｂ－８ C-130 適用時の質量・寸法の制限 

 制  限 備  考 

質量 投下用器材を含め 19ton 以下 Type V プラットフォーム搭載重量制限 

全高 

重心位置と投下物の高さ 重心位置で許容高さがきまる。 
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表３－１－２－Ｂ－９ ロケット構想検討結果 

ステージ 項  目 ベースライン 

ロケット 

システム 

全備質量 16.7ton 

全長×直径 

9.6×φ1.5～2. 2m 

 

1 段 質量 12,200kg 

推進薬量 11,000kg 

比推力 290sec 

開口比 41 

2 段 質量 3,180kg 

推進薬量 2,800kg 

比推力 295sec 

開口比 60 

3 段 質量 1,190kg 

推進薬量 1,000kg 

比推力 295sec 

開口比 63 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－１５（１／２） LEO500km への打上能力（概算） 
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図３－１－２－Ｂ－１５（２／２） 極軌道 500km への打上能力（概算） 

 

 

③ 抽出及びメインパラシュートシステム 

PDS 方式では投下物の重量等により、発射用航空機からの抽出に使用する抽

出傘の種類及び数が指定されており、Type V で最大質量を搭載した場合の抽出

機材のまとめを、表３－１－２－Ｂ－１０に示す。 

また、輸送機から投下されたロケットの降下速度を減衰させるためのメインシュ

ートの検討を行った。一般に PDS 方式で利用されている落下速度減速用のメイン

シュート（100feet 平面傘）、あるいは、その一部を改修したものを利用することを前

提とした。質量 150kg の衛星を高度 500km の軌道へ投入できるものとし、メインシ

ュートの数量を検討した。ロケットのパラシュートによる降下速度は、終端速度に達

しているものとして点火高度、降下速度を考慮し、打上能力の概算を行った。結果

は図３－１－２－Ｂ－１６に示すように、メインシュートの数量による影響は尐ないこ

とから、質量等を考慮しメインシュートの数量を 3 個と設定した。 
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表３－１－２－Ｂ－１０ 輸送機からの抽出システム 

抽出器材 主な役割 

15feet リングスロット傘 誘導傘（抽出傘の引出し） 

誘導傘用 ELB 誘導索の収納（Extraction Line Bag） 

トープレート 航空機と誘導索との結合・分離 

28feet リングスロット傘×2 抽出傘（プラットフォームの抽出） 

抽出力変換連結器 抽出傘/プラットフォーム分離機構 

付 図 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－１６ メインシュート（主傘）数量と終端速度及び打上能力 

  

④ 落下時のロケットの挙動 

メインシュート開傘からのロケットの挙動について、検討を行った。ロケットは輸

送機から投下後振り子運動を起こすことから、ロケットを点火するまでに姿勢の安

定が求められる。検討は、投下高度とロケットの重心位置の運動の関係について

実施した。 

投下高度（抽出時）7000m と 5000m について、輸送機から抽出後のメインシュ 

ート開傘時のロケットの運動を表３－１－２－Ｂ－１１に示す。また、メインシュー

ト引き出し後のロケットの運動について検討を行った結果、投下高度にかかわら

ず、投下から約 20sec でロケットの運動はほぼ安定する。（図３－１－２－Ｂ－１７） 

28feet 傘 

トープレート  15feet 傘 

Type V 

プラットフォーム       ELB へ収納 

 

 

 

抽出変換連結器                           

 誘導傘用 ELB 
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表３－１－２－Ｂ－１１ メインシュート開傘時のロケットの運動 

項目 初期値 初期値 

投下高度 7000m 5000m 

対地速度 水平方向 約 80m/s 

鉛直下方向 -10.4m/s 鉛直方向 -11.3m/s 

ピッチ角 -11.7deg -12.6deg 

ピッチ角速度 -10.9deg/s -11.0deg 
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図３－１－２－Ｂ－１７ 投下高度と落下運動 
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（３）運用管制技術 

将来の事業化に資する空中発射システムの運用を考慮し、以下の方針を策定

した。本研究開発は、下記の基本方針に基づき運用技術の検討を行った。 

 

将来システムの基本方針 

・ ロケットの点検の自動化 

アビオニクス、姿勢制御装置等はメーカ工場で可能な限りシステムレベ

ルで十分な検証を行う。現地搬入後は自動化を推進し、点検時間の短縮

を図るとともにヒューマンエラーを排除する。現地搬入後の自動化を推進

するために以下の方向で検討する。 

- コンポーネント単位で自己診断機能を充実 

- 点検データ処理（規格値との照合、トレンド評価）の自動化 

- 工場と現地のロケット点検器材/設備の共有 

 

・ ロケット自律飛行安全形態 

自律飛行安全機能を有しかつ地上からの飛行安全回線を有する形態を

目標とし、将来の自律飛行安全につなげる。 

- ロケット搭載機器による自律飛行及び非常時の推力中断 

- 地上からのロケットの監視 

- 地上からの推力中断コマンド送信 

 

・ 自動化による省力化 

ロケットの組立～発射のフェーズにおいては、以下により省力化を目指

す。 

- 飛行中のロケット診断の自動化 

ロケット飛行中の監視及び飛行安全監視の省力化を図りヒューマ

ンエラーを排除するため、自己診断機能等を使用することにより異常

検出の自動化を検討する。 

- ロケット発射シーケンスの自動化 

ロケットの発射工程の省力化を図り、ヒューマンエラーを排除するた

め、発射シーケンスの自動化を検討する。 

 

 

① ロケット組立整備 

空港等における組立/整備構想の検討フローを図３－１－２－Ｂ－１８に示す。

空中発射システムの基本方針より、射場での運用には「即応性・利便性を持った

運用」に大きく関係することから、「最終組立/整備期間の短縮」や「コストの削減」

および「運用の柔軟性」を向上させる方法について、工場内作業の充実を図り、空
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港内作業の簡素化を行うとともに、自己診断機能の追加により省力化、期間短縮

の実現を図った。 

具体的には、噛み合わせ等これまで射場で行ってきた作業を工場出荷前に終

わらせることにより、射場での作業期間を短縮することや自己診断機能を付加す

ることにより点検項目を削減すること等を行う。 

また図３－１－２－Ｂ－１９に従来の地上発射型のロケットと比較した組立・整

備フローを示す。組立・噛み合わせ試験までは工場出荷時までに終了させること

により射場での組立・分解作業を減らし、射場での組立・整備期間の短縮が可能

となる。 

図３－１－２－Ｂ－２０に、上記の組立/整備構想を反映した組立/整備作業構

想を示す。ロケットは工場において噛み合わせ試験を行い、各段のステージを組

み立てた状態で出荷する。そして空港等にて火工品を艤装し、ロケットの点検を行

う。同時に衛星は可搬式クリーンルーム等で継ぎ手に結合し、各種点検が終了し

た段階でフェアリングに格納する。そしてフェアリングと最終組立/最終点検を行う。

搭載機器は自己診断機能の充実を図り、点検作業の省力化を行う。最終点検が

終了したロケットは発射用の航空機に搭載され、射点に移動し打上げが行われる

流れである。 

 

  

 

図３－１－２－Ｂ－１８ ロケット組立/整備構想の検討フロー 
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半完成状態での出荷

製造・組み立て

射場オペレーション射場オペレーション

製造・組み立て

組立・かみ合わせ試験

（相模原）

分解・輸送

衛星

各工場 各工場

ロケット組立・整備

頭胴部の分解

頭胴部への
衛星の組付け

ロケット全機組立・最終点検

打上準備完了

各工場 各工場

組立・かみ合わせ試験

ロケット本体
組立・整備

ロケット全機組立・最終点検

打上準備完了

（ロケット本体）
頭胴部への

衛星の組付け
衛星

メインの工場に集結

地上発射（例） 空中発射の組立・整備フロー

噛み合わせを工場で終わらせ、半
完成状態で出荷し、射場での準備
を省力化・短縮する。

水平組立てにより、危険な高
所作業を削減する。

クリーンブース等の使用により、空
港のハンガー等の既存施設を前提
とした柔軟な運用を可能にする。

ロケット搭載機器の自己診断
機能を負荷し、点検項目を削
減する。

組立・整備の考え方

図３－１－２－Ｂ－１９ 射場運用フローの検討 

 

 

図３－１－２－Ｂ－２０ 組立/整備作業構想 
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② 自律飛行 

空中発射システムのメリットは、高々度からの打ち上げであることから打ち上げ

効率が高いこと、特定の射場を必要とせずに任意の場所からの打ち上げが可能

なことにある。しかし現在、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の種子島宇宙センタ

及び内之浦宇宙空間観測所から衛星の打ち上げが行われているが、飛行中のロ

ケットには連続した飛行状況の確認が求められている。このために、ロケットの飛

行経路下には追跡のための地球局が設置されているが、地球局の利用を前提と

すると、空中発射システムのメリットである、任意の場所からの打ち上げができなく

なる。そのために、地球局に依存しない安全、確実で、かつ低コストな飛行管制を

めざして、自律飛行と衛星経由の飛行管制に係わる検討を行う。自律飛行は、地

上からの指令や遠隔操縦などを必要とせず、ロケット搭載のコンピュータの判断

のみで飛行する方法である。 

 

本研究開発では、ロケットに GPS 受信機と INS を搭載することにより、自律飛行

を達成させる技術を検討する。 

 

現 行 の 打 ち 上 げ 安 全 基 準 や 米 国 連 邦 航 空 局 （ FAA ： Federal Aviation 

Administration）の安全基準等では、地上設備の使用を前提としたものであり、基

準に基づき、ロケットの飛行安全システムが構成（図３－１－２－Ｂ－２１）されてい

る。空中発射システムでは、ロケット搭載の自律飛行システムの構成は誘導航法

システムとの組み合わせにより様々であるが、本システムではシステム簡素化と将

来の低コスト化の可能性を考慮し、従来からのロケット誘導航法システムに付加す

る飛行安全システムの構成（図３－１－２－Ｂ－２２）を策定した。 

自律化のシステムとして、GPS/IMU の統合システムにより測位と追尾機能を持

たせる。GPS 受信機については、一部の衛星にも搭載されて使用しているが、ロケ

ットへの適用に当たっては、ロケットの速度変化によるドップラシフト及びドップラシ

フトの変動による通信遮断への対応が不可欠となる。また、ロケット飛翔中の姿勢

変更によるアンテナ利得の変動に対する対応が必要となる。これらについては、デ

ジタル処理による搬送波追尾ループの高加速度対応設計、アンテナ配置やアンテ

ナ切り替えもしくは信号合成などの対応を検討する。その他、GPS/IMU 統合アル

ゴリズム等について、今後、詳細な検討を行う。 

 

・ アンテナ 

機体のロールやピッチ運動によるアンテナ利得の変動に対し、アンテ

ナ配置やアンテナ切り替え等で対応 

・ 高ダイナミックス対応受信機 

一般的な車載用などの GPS 受信機と異なり、ロケットでは 10G 以上の

加速度環境になり、受信信号のドップラシフト及びその変動に対してデジ
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タル処理による搬送波追尾ループの高加速度対応を行う。 

・ GPS/IMU 統合アルゴリズム 

GPS/IMU ハイブリッド方式には、主としてルーズ・カップリング

方式タイト・カップリング方式の二つの方式があり、性能と実現性

を踏まえ、方式選定とアルゴリズムの詳細検討を行う。 

 

 

 

 

［注記］INS：慣性基準、OBC:誘導ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、RTX：送受信機、CDR：ｺﾏﾝﾄﾞ受信機、RT：ﾚｰﾀﾞﾄﾗﾝ

ｽﾎﾟﾝﾀﾞ、BAT:ﾊﾞｯﾃﾘ電源、GPSR：GPS 受信機 

図３－１－２－Ｂ－２１ 現状の飛行安全システム構成 
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図３－１－２－Ｂ－２２ 空中発射システムの飛行安全システム構成の構想案 

 

 

③  衛星経由の飛行管制 

飛行管制のバックアップ及び現在の打ち上げ基準である、継続した飛行状況の

監視と地上からの飛行中断機能を確保する手段として、ロケットの飛行情報を衛

星経由で地上に送信し、飛行中断などのコマンドを衛星経由で送る技術を検討す

る。ロケットと地上間の通信手段として、通信衛星を適用する。宇宙のデータ中継

衛星としては、米国の TDRS や日本の DRTS があるが、将来の事業化への適用を

考えると、実験衛星や民間利用できない衛星ではなく、商用の通信衛星を利用す

ることが望ましい。商用通信衛星のうち、日本国内で通信免許を有すること、所要

の通信量が確保できること、アンテナビーム制御の制約が比較的緩やかであるこ

とから、Inmarsat を使用した衛星経由の飛行管制について検討を行うこととした。

（表３－１－２－Ｂ―１２） 
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表３－１－２－Ｂ－１２ 

 空中発射システム用通信衛星候補 

衛星名 軌道 通信容量 通信範囲 評 価 備  考 

TDRS GEO 1920kbps 太平洋東域 △ 

米国中心、他国

向けチャンネル割

り当て開始 

インマル 

サット 

（BGAN） 

GEO 

IP：492kbps 

ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ： 

256kbps 

太平洋全域 ○  

JSAT GEO 
UP：2Mbps 

Down：10Mbps 

太平洋特定

域 
△ 

Ku ﾊﾞﾝﾄﾞ使用、ア

ンテナビーム制御

精度厳しい 

インテル 

サット 
GEO 

UP：64kbps 

Down：64kbps 
太平洋全域 △ 

移動体通信能力

が低 

オーブコム LEO 
UP：2.4kbps 

Down：4.8kbps 
太平洋全域 × 通信量が尐 

イリジューム LEO 
UP：2.4kbps 

Down：2.4kbps 
太平洋全域 × 

通信量が尐 、次

世代は 10Mbps に

増加予定 

グローバル 

スター 
LEO 9.6kbps 太平洋全域 × 通信量が尐 

スラーヤ GEO 

IP：444kbps 

ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ： 

256kbps 

太平洋全域 × 
日本国内では未

許可 
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（ａ） インマルサット衛星 

インマルサット I-4 衛星は静止軌道上に 3 機打ち上がっており、南極、北極

を除くほぼ地球全域をカバー（図３－１－２－Ｂ－２３）している。太平洋をカ

バーする衛星は、ハワイにある地上局と通信を行い、地上回線により日本へ

送信される。3 機の衛星管制は英国ロンドンにあるインマルサット社（本社）の

管制センタで行われている。現在インマルサットは、陸上、海上、航空サービ

スを提供（表３－１－２－Ｂ―１３）しているが、新たに低周回軌道の衛星と通

信を行う端末（SB-SAT：Swift Broadband Satellite）を開発中で、2012 年にフラ

イトモデルの製作を予定していることから、ロケット用通信端末として、

SB-SAT の改修を行うこととする。 

SB-SAT による通信システム構想を、図３－１－２－Ｂ－２４に示す。 

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－２３ インマルサットのサービスエリア 
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表３－１－２－Ｂ―１３ インマルサット通信サービス 

区分 サービス名称 

陸上通信 BGAN： Broadband Global Area Network 

海上通信 FB： Fleet Broadband 

航空機通信 SB： Swift Broadband 

LEO 衛星通信 SB-SAT ： Swift Broadband Satellite  

 

 

 

図３－１－２－Ｂ－２４ SB-SAT 通信システム構想 
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（ｂ） ロケット用通信端末 

インマルサット衛星との通信端末として、SB-SAT をベースに検討を行

う。 

SB-SAT は、米国国防高等研究計画局（ DARPA ： Defense Advanced 

Research Projects Agency）と欧州宇宙機関（ESA：European Space Agency）

が開発資金を拠出し、開発を進めており、主に、LEO（軌道高度：300～

1600km）衛星との通信を計画している。SB-SAT のビームカバー率とカバーエ

リアを表３－１－２－Ｂ―１４に示す。 

 

表３－１－２－Ｂ―１４ SB-SAT ビームカバー率 

高度 ビーム 
軌道傾斜角 

30 度 45 度 60 度 90 度 

300km 
Nom 100% 100% 96% 87% 

Outer 100% 100% 100% 100% 

700km 
Nom 95% 91% 77% 57% 

Outer 100% 99% 93% 71% 

カバー 

エリア 

高度方向 

 

 

 

SB-SAT の仕様を、表３－１－２－Ｂ―１５に示す。また、LEO 衛星のドップ

ラ効果を考慮し、周波数変化に対応できるように設計されている。（表３－１

－２－Ｂ―１６） 

SB-SAT は衛星搭載用として開発されているが、ロケット通信系への適用

に当たっては、ロケットの燃焼による加速度及び加加速度（ジャーク）に対す

る対応が必要となる。想定される加速度、ジャークの環境を、図３－１－２－

Ｂ－２５に示す。この環境に対応させるための技術課題と、ロケット用通信端

末に求められる仕様案を表３－１－２－Ｂ―１７、表３－１－２－Ｂ―１８に示

す。 
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また、本通信端末を使用したロケット通信系の技術課題と、対応策の検討

を行った。結果を表３－１－２－Ｂ―１９に示す。 

 

 

表３－１－２－Ｂ―１５ SB-SAT 仕様 

項目 通信端末仕様 

チャンネル Single Channel w/GPS 

通信レート 

アンテナゲイン 

14dbi 前提 

100kbps～475kbps 

ケース RTN FWD 

Nom 中心 475kbps 464kbps 

Nom 端 332kbps 300kbps 

大きさ 11cmx18cmx26cm 

重量 4kg 以下 

作動環境 -25 度 C～＋60 度 C 

消費電力 40W 

オプション アンテナ・ジンバルコントロール 

外   観 11cm

18cm 26cm
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表３－１－２－Ｂ―１６ SB-SAT のドップラ効果 

位   置 ドップラ効果量 

Point-1 、

Point-3 
周波数変化： ±41kHz 

Point-2 周波数変化率： 48Hz/s 

 
Point-1

Point-3

Point-2

Inmarsat周波数：1559MHz

LEO衛星速度：7.8km/s

Point-1

Point-3

Point-2

Inmarsat周波数：1559MHz

LEO衛星速度：7.8km/s
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図３－１－２－Ｂ－２５ ロケット飛翔環境 

 

LEO 衛星軌道：高度 300km～ 

インマルサット I-4 衛星 

ジャーク 

準静加速度 
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表３－１－２－Ｂ―１７ ロケット用通信端末の技術課題 

課  題 ロケット 対応検討 LEO 衛星 

ロケット飛翔速度

（0km/s～7.8km/s）

によるドップラシフ

ト 

±41kHz 以下 

SB-SAT 通信端末で対応可

能。 

周波数変化 

：±41kHz 

 

周波数変化率 

：48Hz/s 

準静的加速度（3G

～10G）によるドッ

プラシフトの変化 
520Hz/s 

(@10G) 

ドップラシフトの変化量は、

SB-SAT 仕様値より大きい。

しかし、SB-SAT ソフトウエア

処理のパラメータ変更により

対応可能と考えられる。 

ロケットモータ点火

時 の ジ ャ ー ク

(100G/s 以上)によ

り発生するドップラ

シフトの変化量 

2600Hz/s 

(@100G/s) 

ブラックアウト（通信遮断）が

発生する可能性があるが、

その場合は通信再開時間を

極短時間にする。 

 

 

 

表３－１－２－Ｂ―１８ ロケット用通信端末仕様案 

項  目 通信端末仕様 

チャンネル Single Channel w/GPS 

通信レート 294kbps 

大きさ 11cm × 18cm × 26cm 

重量 4kg 以下 

作動環境 -25 度 C～＋60 度 C 

消費電力 40W 

ロケット環境対応 ・速度対応（0km/s～8km/s） 

・加速度対応（0G～10G） 

・ジャーク対応（100G/s 以上） 

・通信遮断の無いこと 

（通信遮断発生の場合は短時間での通信再開が可能なこと） 
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表３－１－２－Ｂ―１９ ロケット通信系の技術課題 

No 課 題 対  処（案） 備    考 

1 
テレメータ 

データ量 

必要最小限のデータ内容

の確定 

・ 必要通信データ量の確保は可能 

2 

小 型 、 軽 量 、

低消費電力通

信機 

小型、軽量、低消費電の

ロケット搭載通信機開発 

・ SB-SAT 性能諸元はロケット搭載可

能 

・  SB-SAT 通 信 端 末 を ベ ー ス に

ALSET 通信端末を開発する 

3 
ドップラ 

シフト補償 

・ ドップラシフト補償機能付

きロケット搭載通信機開発 

・ SB-SAT の補償方式を活用し、ロケ

ット用端末要求を満足することが可能 

4 

高ジャーク下

における通信

確保 

・ 高ジャーク時に通信が遮

断する原因究明 

・ 通信遮断がある場合は、

短時間での再捕捉が必要 

・ SB-SAT では高ジャーク対応機能を

持たないが、SB-SAT 端末のデジタル

復調技術により、目標通信遮断許容 

・ 短時間の遮断では再捕捉は短時間 

5 

Narrow Band 

ハンドオーバ 

・ インマルサットシステムの

詳細調査 

・ Narrow Band ハンドオーバは、移

動体の位置情報に基づき、自動切り

替え 

・ Narrow Band 間の境界部分に沿っ

て移動が有る場合、ハンドオーバが頻

繁に起こるため要検討 

6 

通信遅れ ・ 実験により通信遅れを把

握し、通信遅れの尐ない回

線方式を選定 

・ 片道：UDP/IP とした簡易通信実験

の結果では、１秒以下達成可能と判断 

・ 詳細な実験を実施 

7 

ロケット搭載ア

ンテナ 

・  解析によるアンテナ方

式、搭載方式検討 

・ ロケット搭載アンテナ開

発 

（高ゲイン、ワイドパターン、

耐真空放電） 

・ ノーズフェアリング部にアンテナを搭

載出来れば要求アンテナパターンを達

成可能 

・ アンテナ方式は、Dish アンテナ,2 素

子パッチアンテナが候補 

8 

航空機搭載時

からロケット点

火までの通信

確保 

・ 通信遮断後のインマルサ

ット衛星再通信時間を調査 

・ インマルサット通信確保

又は近距離用通信機を導入 

・ COM DEV 情報では、遮断時間約

10 秒後の再通信回復時間 

： 0.5 秒（TBD） 

9 

ブラックアウト

後の  通信再

開時間の短縮  

・ ブラックアウト後の通信回

線が回復した後のデータ通

信再開時間の短縮化技術

の開発  

・ 同上 
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（４）法規制調査 

宇宙空間利用の国際規則として、国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS：

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space）が作成した宇宙 5 条

約と呼ばれる宇宙法がある。主要各国は、条約の批准に伴い国内法の整備を行っ

ているが、我が国においては 2008 年に宇宙基本法が制定に伴い、宇宙開発戦略本

部において宇宙活動に関する法制検討が開始され、2010 年 3 月に「宇宙活動に関

する法制検討ＷＧ報告書＜中間取りまとめ＞」が公表されたが、民間宇宙活動の促

進、ルールの必要性を記載するものの、具体的な方策には触れられていない。 

本研究開発では、将来の空中発射システムによる民間打ち上げ事業展開を目指

して、空中発射システムに必須の航空法等の現行法の弊害に係わる調査を行うとと

もに、海外の民間打ち上げに係わる法令等について調査を行い、宇宙活動法への

反映を期待している。 

 

① 航空法 

従来の地上打ち上げに対して、空中発射システムの運用に当たっては新たに

航空法に抵触することから、空中発射システムの民間運用に係わる航空法の制

約について調査を行った。調査結果の概要を、表３－１－２－Ｂ－２０に示す。ま

た、航空機の耐空証明取得に係わる空中発射システムへ与える制約について、

航空運送事業の中型/大型航空機用に適用される T 類として調査を行った。今後、

さらに空中発射システムの具体化が進むに当たって詳細な検討が必要となるが、

現時点での結果を表３－１－２－Ｂ－２１に示す。 

 

表３－１－２－Ｂ－２０ 空中発射システム運用における航空法上の主要な制約 

 

項 目 条  項 内       容 備  考 

航空機の

取扱 

第二条第 1 項 

第 2 項 

人が乗って航空の用に供する飛

行機、回転翼航空機、滑空機及び

飛行船等 

航空機は、ロケットの

輸送か、衛星打ち上げ

機の第 1 段か 

事業形態 第二条第 18 項 

第 21 項 

・ 航空運送事業：他人の需要に

応じ有償で旅客、貨物を運送 

・ 航空機使用事業；上記の運送

以外の行為 

衛星打ち上げを目的と

した、ロケットの投下業

務で単なる輸送ではな

い 

耐空証明

の取得 

第十条第 3 項 

第十一条 

・ 航空の用に供する場合には耐空証明取

得が必要 

・ 改造を行わなくても用途や運用

限界が変わるので、再度耐空証

明取得が必要 

ロケット搭載の有無に

より、類別して耐空証

明を取得する 



B-48 

機長の役

割 

第七十三条の四 ・ 航空機内の安全 

・ 地上又は水上の人又は物件へ

の危難の防止 

打ち上げ責任者と機長

の安全業務との権限

を明確にする 

ロケット

(危険物)

搭載 

第八十六条 ・ 爆発性等の物件の航空機によ

る輸送に禁止 

・ 航空機以外の輸送手段が不可

能、不適合の場合で国土交通大

臣の承認を受け手輸送 

ロケットは禁止物件に

該当する 

投下を目的としたもの

であり、通常の輸送に

該当しない 

ロケット

(物品)投

下 

第八十九条 航空機からの物件投下の禁止 

ただし、地上又は水上の安全が確

保でき、国土交通大臣に届け出が

できた場合は可能 

過去には、ビラの投下

と農薬散布の実績有り 

ノータム/水路通報を

発信する 

事業実施 第百条 

第百五条、 

第百二十三条 

第百三十三条 

国土交通大臣の許可が必要 これまでにない、新た

な事業形態となる 

 

 

表３－１－２－Ｂ－２１ 耐空証明審査要項に係わる空中発射システムの制約 

 

項目 システムへの影響 検討事項 備   考 

飛行（第 2 章） 

操縦性及び運動性

（2-4)、及びトリム

（2-5) 

臨界発動機停止状態

における飛行性能確

保のために、臨界発

動機停止時のミッシ

ョン中止（ロケット

投下中止）を運用制

限に加える必要あり 

投下作業中の発動機

停止を耐空性審査対

象とすると、追加証

明の量が大幅に増加

する 

極めて稀であること

や、投下形態を飛行

性能上で十分余裕の

ある状態にして追加

証明を回避できない

か、若しくは打ち上

げを中止する 

強度（第 3 章） 

非常着陸状態（3-8) 

非常着陸（胴体着陸）

時の搭乗者の保護か

ら、搭載しているロケ

ットの固定強度を確

保する必要がある 

非常着陸のような厳

しい条件下での、ロ

ケットのような重量

物／危険物の安全な

支持方法の実現性に

関しては十分な検討

が必要である 

航空機へのロケット

搭載部の強度向上

（機体改修）または

ロケット投棄する 
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② 米国における商業打ち上げライセンス 

米国では、商用打ち上げ事業と関連施設の許可および規制について、米国運

輸省（DOT：Department of Transportation）が Commercial Space Launch Act を

1984 年 10 月に制定している。これ以前は、武器輸出管理法及び国際武器取引規

則（ITAR：International Trafic in Arms Regulations）を適用していた。1999 年 6 月に

は、連邦航空局（FAA：Federal Aviation Administration）が Commercial Space 

Transportation Licensing Regulation を制定し、商業打ち上げ等に係わる規制、振

興、ライセンスの発行等を行っている。 

米国における、民間打ち上げ事業展開に必要な技術や制約を把握するために、

FAA のライセンス取得の手順や審査内容に係わる調査を開始した。 

 

FAA は、1984 年に運輸省・運輸長官室において、商業宇宙輸送室（Office of 

Commercial Space Transportation：OCST）として設置され、1995 年 11 月に FAA へ

移設され、軌道ロケットおよび弾道飛行ロケットの商業打上げ活動に係わる下記

の管理等を実施している。 

・ 米国の国際責任の遵守を確証し、公共の健康と安全、財産の安全、国

家安全保障および外交政策利益を保護するために、商業宇宙輸送産業

を規制 

・ 民間セクターによる商業宇宙打上げ・再突入活動の奨励、促進、振興 

・ 連邦法、条約、規則、政策、計画および手続きに適切な変更を勧告 

・ 米国の宇宙輸送インフラの強化・拡大を促進 

打ち上げライセンスは、米国市民、合衆国および州法に基づき組織された、また

は存在する団体及び米国企業および米国が管理的利益を有する外国企業に対し

て交付される。その手順を図３－１－２－Ｂ-２６に、審査対象項目を表３－１－２－

Ｂ-２２に示す。 

米国では、1990 年より Orbital Sciences Corp.の Pegasus ロケットが空中発射シ

ステムによる商業打ち上げ行っているが、空中発射システムによる商業打ち上げ

に係わる特別な規制等はないことから、FAA の審査手順に従いライセンスが付与

されている。 
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図３－１－２－Ｂ-２６ 商業打ち上げライセンス発行の手順 
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表３－１－２－Ｂ-２２ 商業打ち上げライセンス審査内容 

審査項目 内容 

財政責任 

Determination of financial 

responsibility 

申請者は予想最大損失額の算出に「必要な情報」

を提出し、FAA 側は予想最大損失額を算定する。予

想最大損失は“申請者”もしくは“ライセンス譲渡を受

ける予定者”に通知される。ライセンス取得者が財政

責任要件に従わない場合は、ライセンスの差し止め

や一時停止を招くこともあり、民事制裁の対象にもな

る。 

政策審査 

Policy Review 

技術移転や国家安全保障の観点から審査が行わ

れる。FAA は、国防省、国務省、商務省や、その他の

政府機関との協議をもとに、審査を行う。政策審査は

ライセンス申請者のみが申請できる。 

搭載物審査 

Payload Review 

搭載物の打上げが国家安全保障上問題とならな

いか FAA は国防省と協議する。 

米国政府所有もしくは運用されているペイロードお

よび商務省下の NOAA と連邦通信委員会の規制対

象のペイロードは審査対象外となる。 

安全性審査 

Safety Review 

審査は連邦射場とそれ以外の射場に区分されて

行われる。連邦射場からの打ち上げは、射場の安全

基準に従い審査される。連邦射場以外の射場から打

上げる場合は、連邦射場の基準に合わせて審査され

る。 

環境審査 

Environmental Review 

打ち上げによる環境の影響を審査として、大気質、

気候変動やオゾン層破壊、水質、水資源、騒音、危

険物質や廃棄物について行われる。射場等で新たに

地上設備の建設が伴う場合は、生物、沿岸資源等の

項目が追加される。 

審査時に年間の打上げ回数、過去の打ち上げ活

動の累積影響も評価される。 
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３－１－３－Ｂ 特許出願状況等 

成果の発表状況を表３－１－３－Ｂ－１に示す。 

 
表３－１－３－Ｂ－１ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

発表 27
th

 International Symposium on Space Technology and Science 

「Air Launch System for Small Satellites」 

H21.7 

 平成 21 年度宇宙輸送シンポジウム 

「空中発射の研究開発（ALSET）について」 

H22.1 

 第 54 回宇宙科学技術連合講演会 

「小型衛星打ち上げ用空中発射システムについて」 

H22.11 

 

 

３－２－Ｂ 目標の達成度 

将来の小型衛星市場で需要増大が見込まれる 150kg 以下の衛星打上げ能力を

有し、運用コストの低減を図った空中発射システムの構想を策定できた。表３－

２－Ｂ－１に目標の達成状況を示す。今後、これまでに明らかになった技術課題の

解決を図り、実現性の確認を行う。 

 

表３－２－Ｂ－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 
目標・指標 

（中間評価時点） 
成果 

達成

度 

１. 空中発射 

システム 

運用構想 

小型衛星需要動向を基

に、打上能力の設定を行

い、ベースとなる空中発射

システム運用構想案を策

定する。 

打上能力 150kg （高度

500km 極軌道）の空中発射

システムとして、輸送機を

使用した投下方式、自律飛

行、衛星経由の飛行管制方

式など、将来の衛星打ち上

げ市場参入を目指した、整

合性のある空中発射システ

ム運用構想を策定し、開発

課題を明らかにすることが

できた。 

達成 

２. ロケット 

搭載/分離 

技術 

空中発射方式を決定す

る。 

ロケット搭載/分離技術

を確認するためにダミーロ

ケットを使用した高空落下

将来の民間による商業打

ち上げ市場参入を図るため

に、輸送機を使用した PDS

方式を選定した。本方式に

基づいた、打上能力解析に

達成 
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試験の候補となる航空機

及び試験場の洗い出しを

行う。 

おいて、150kg 以上の打上能

力が達成できることを確認

した。 

また、技術の実証を行う、

ダミーロケットを使用した

高空落下試験の試験場所及

び航空機に関して複数の候

補の洗い出しができた。 

３. 運用 

管制技術 

地球局に依存しないロ

ケットの追跡管制方式の

構想検討を行い、システム

構成案を策定するととも

に、技術課題の洗い出しを

行う。 

自 律 飛 行 の た め の

GPS/INS を適用に関して、

技術課題を明らかにするこ

とができた。 

また、衛星経由の通信シ

ステムとして、インマルサ

ット社が開発中の低軌道周

回衛星用の端末をベースに

ロケット用通信端末を検討

することでインマルサット

社と協力関係が構築でき、

技術課題を明らかにするこ

とができた。 

達成 

４. 法規制 

調査 

空中発射システム実現

の中核となる、航空機の利

用に係わる課題を抽出す

る。 

米国における民間打ち

上げ事業に係わる法規制

等の整理を行う。 

空中発射システムの運用

を航空法での対応で実施す

る場合の課題を明らかにす

ることができた。 

また、民間打ち上げライ

センスに係わる米国の状況

等を明らかにすることがで

きた。 

達成 

 

 

４－Ｂ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｂ 事業化の見通し 

本研究開発は、空中発射システムに係わる技術のうち、我が国に経験のない

または尐ない技術、経験はあるものの商業展開に必要な技術等に限定した基盤

技術開発であることから、本成果が直ちに事業化に繋がるものでない。 

しかし、本研究開発は将来の事業化に資することを条件に実施しており、中
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間評価段階では、民間が実施する空中発射システムによる衛星打上事業に向け

た、低コストで運用可能なシステムとなる技術目標の設定及び技術課題を明ら

かにすることができた。本研究開発において、課題解決の方策が明らかとなる。 

 

（１）市場競争力 

今後の衛星市場として、Nano、Micro、Mini 衛星の需要増及び新規市場の創成

が予測されている。空中発射システムについては、米国の Pegasus ロケットが運

用を行っているが、運用開始から 20 年以上を経過し、価格競争力が極端に低下

している。これに変わる低コスト小型ロケットがないことから、世界の小型衛

星は相乗り打ち上げに頼らざるを得ず、商用衛星の打ち上げ手段としては制約

が非常に大きい。我が国は、1970 年に文部省宇宙科学研究所（当時）が、国産

技術による固体ロケットを使用して衛星（おおすみ）打ち上げに成功して以降、

固体ロケットによる数多くの周回衛星、探査機等を打ち上げ、世界的に高い評

価を受けている。この技術により低コスト小型打ち上げ機を市場展開すること

により、高い競争力を確保できる。 

 

（２）事業化のために必要な今後の開発内容 

① 搭載電子機の小型、軽量、低コスト化 

我が国のロケット技術と諸外国の先端的な小型ロケットに適用されている技術を

比較すると、ロケットエンジン技術等は諸外国と比肩するものの、表４－１－Ｂ－１

示すように、ペイロード比率（衛星質量/ロケット全備質量）において諸外国に後れを

とっている。これは、我が国のロケット開発が短期間でのシステム開発と開発経費

の削減に力点が置かれていたこと、ロケットの開発機会が尐ない（H-IIA、M-Vロケ

ットの開発から 20 年以上が経過）こと等から、基盤技術の開発が不十分となり、設

計基準、搭載機器、材料等の世代交代が遅れていることに起因するものである。

搭載機の質量、形状、消費電力は、大型ロケットにおいては大きな問題とはならな

かったものと思われる。 

また、表４－１－Ｂ－２は低軌道への打上能力 400kg を有する Pegasus XL の搭

載電子機器を日本の現有の搭載機器に置き換えた場合の質量比較である。結果

は、機器質量は 2.5 倍となり打上能力は 100kg 減の 300kg となる。 

以上から、小型ロケット搭載電子機器の小型、軽量化は早急に取り組むべき重

要な課題である。本研究開発においても、小型、軽量化技術の方策を明らかにす

る計画であることから、これに継続して次段階で本格的な搭載電子機器開発を行

う。 
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表４－１－Ｂ－１ ペイロード比率の比較 

 

  

 

表４－１－Ｂ－２ 搭載電子機器の質量比較 

 

注 1：Pegasus 機器の 

全段質量を 100 とし 

て表示 

  2：打上能力感度 

1 段=4.5％ 

2 段=20％ 

3 段=100％ 

 

 

 米国

Pegasus 

Pegasus の機器を 

日本の現有機器に置換 

全段 100 250 

3 段 60 160 

2 段 20 45 

1 段 20 45 

打上能力 400kg 300kg（100kg 減） 
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② 小型ロケットの次世代化技術開発 

上記①項において主要な機器の開発を行い、衛星打上ロケットに必要な航法誘

導制御機器の開発、搭載機器の統合化、機器間インタフェースの標準化及び移動

型ロケット運用管制システム技術の開発を行う。これら技術については、小型ロケ

ットによる実証実験（地上発射）を行う。 

 

③ 空中発射システムの開発 

本研究開発及び上記の①、②の成果を活用して、本格的な空中発射システムの

開発を行う。必要となる新規の個別技術については、本研究開発等でほぼ終了し

ており、ここでは、ロケットシステムの開発、実機の航空機/ロケットインタフェース開

発、運用管制技術等のシステムレベルの開発と空中発射システム運用作業（航空

機運用、発射管制、発射シーケンス、打ち上げ管制）の確立を行う。 

 

④ 事業化判断 

本研究開発成果を活用した事業化の検討は、上記の①～③の進捗状況及び成

果を確認しつつ進める。技術開発に加えて事業化の判断には、小型衛星の需要動

向、国内外の航空機メーカや類似開発及び運用を行う企業との協力関係（技術情

報の開示、共同開発、共同事業等）構築が不可欠である。需要等の調査、海外等

の協力については本研究開発においても実施しており、今後も継続して実施する。

事業化の判断は、本研究開発終了時に第1次の判断を行い、システムの運用に必

要な機材の製作開始までに最終的な事業化判断を行い、事業会社の設立を目指

す。 
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（３）事業に至る期間 

本研究開発の終了年度である平成 26 年度末に第 1 次の事業化判断を行い、上記

（２）項の事業化のために必要な今後の開発内容を開始する。次に、試験用ロケット

の製作開始前に第 2 次事業化判断、平成 31 年に試験機の打ち上げを行い、平成 32

年度中の事業運用に至る。（表４－１－Ｂ－３） 

 

表４－１－Ｂ－３ 事業化計画案 

 

 

 

（４）事業化に係わる問題点 

民間宇宙活動に関し、内閣府宇宙開発戦略本部において宇宙活動法の策定が進

められているが、平成 22 年 3 月に「宇宙活動に関する法制検討ＷＧ報告書＜中間と

りまとめ＞」が公開されて以降、具体的な進展が認められない。宇宙基本法では、民

間事業者による宇宙開発利用促進を重要な目的として掲げ、宇宙諸条約上の義務

の履行を確実にするために、宇宙活動法を整備することになっている。これまでも民

間による宇宙利用は行われているものの、打ち上げ事業に関しては H-IIA ロケットが

民間に移管されたものの、打ち上げ行為は JAXA に委託し JAXA の責任において実

施することによって、国際法の遵守を図っている。民間宇宙開発利用促進には、早期

の宇宙活動法の制定が必要である。 

 

さらに、「宇宙活動に関する法制検討ＷＧ報告書＜中間とりまとめ＞」では、空中発

射システムについては、「航空法制等との関係の整理も含め、別途十分な検討を行っ

た上で、その結果に基づき、国が新たな許可基準等を整備することが必要」とされて
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いる。本研究開発では、輸送機を利用した高々度からのダミーロケット投下を予定し

ているが、我が国の航空法では投下試験の実施さえも困難なことから、米国での実

施を計画している。実施に当たっては、米国連邦航空局（FAA）に許可が必要であり、

大型投下物に係わる航空機及び試験場の安全審査を受けることから、海外における

事業展開も視野に入れて進める必要がある。 

 

 

４－２－Ｂ 波及効果 

本研究開発は、今後の宇宙活動の機動的かつ、低コストでの推進を目的とし

たものであり、その技術は宇宙開発に留まらず、超高速飛翔体等への適用が期

待できる。これらの技術の利用により、今後の技術開発の期間短縮、コスト低

減や運用経費の低コスト化に大きく寄与する。 

本研究開発における空中発射システムのロケット搭載/分離技術、運用管制技

術、低コスト電子機器技術をベースに空中発射システムの大型化、小型化への

展開（図４－２－Ｂ－１）が容易になるとともに、ロケットシステムの小型、高機

能、低コスト化及び運用のコスト低減に寄与し、地上発射システム、海上発射

システム等の輸送系全体のシステム技術となる。 

 

 

 

 

図４－２－Ｂ－１ 空中発射システムのラインアップ 
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（１）ロケット投下/分離技術 

本技術は、空中発射システムの中核となる技術であり、今後の輸送機を利用した

空中発射システムの基盤技術となる。Type V または Type V より小さなプラットフォー

ムの適用により、さらに小型の空中発射システムへの技術転用が可能となる。 

また、本技術を利用したフライバックブースタ（再利用型ロケットの技術）、カプセル

回収（無人、有人）、再突入機等の技術開発において有効な手段となる。 

例として、NASA のオリオン計画におけるアレスロケット１段目(SRB)の回収のシス

テムと、有人宇宙船の回収実験を図４－２－Ｂ－２、図４－２－Ｂ－３に示す。また、

再突入機の回収実験を図４－２－Ｂ－４に示す。 

 

 

 

 

図４－２－Ｂ－２ ARES ロケット 1 段目の回収実験 
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図４－２－Ｂ－３ ARES 有人カプセルの回収実験 

 

 

   
   

図４－２－Ｂ－４ 再突入機の回収実験 

 

 

（２）運用管制技術 

運用管制技術は、これまでの地上局に依存した飛行管制から、飛翔体の自律飛行

と商用衛星を利用した管制技術を開発する。この技術は、空中発射システムに限定

されることなく、観測ロケット、地上打ち上げロケット及び海上打ち上げロケットにも有

効な技術である。（図４－２－Ｂ－５）また、従来の航空機と異なる超音速機の管制や

無人機の管制にも利用可能な技術である。（図４－２－Ｂ－６） 

 

 



B-61 

 

図４－２－Ｂ－５ 観測及び衛星打上げロケット 

 

 

 

図４－２－Ｂ－６ 無人機 
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５－Ｂ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｂ 研究開発計画 

開発最終年度に、各要素技術の評価を実施する。ロケット搭載/分離は、航空

機を使用したダミーロケットの高空投下試験を実施し、投下技術及び投下後の

ダミーロケットの姿勢安定性に係わる技術を確認する。運用管制技術について

は、最終年度に開発モデルを使用して、地上試験により設計の妥当性を確認す

る。これにより、空中発射システム構想の技術的成立性を確認する。 

法規制調査については、宇宙開発戦略本部の「宇宙活動に関する法制検討 WG」

関係者への調査結果を適宜提供するとともに、宇宙活動法の検討状況を確認し

つつ進める。 

表５－１－Ｂ－１に研究開発計画を示す。 

 

表５－１－Ｂ－１研究開発計画 

 

実施項目／年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

1. 空中発射システム 

運用構想 

      

2. ロケット搭載/分離 

技術 

 

 

 

 

 

     

3. 運用管制技術 

 

 

 

 

 

     

５.  法規制調査 

 

      

５ .  小型搭載電子機

器の検討 

      

 

評価試験 機器設計/製作 

仕様検討/概念設計 

高空落下試験 

ロケット搭載/分離装置設計/製作 

方式検討 

航空機/試験場選定 
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５－２－Ｂ 研究開発実施者の実施体制・運営 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、財団法人無人宇宙実験シ

ステム研究開発機構が経済産業省からの委託を受けて実施している。 

また、研究開発の実施に当たっては、財団法人無人宇宙実験システム研究開

発機構内に、国内の有識者からなる委員会を設置し、開発計画、解析等の結果

について審議し、助言を受けて進めている。 

図５－２－Ｂ－１に研究開発実施体制を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－Ｂ－１ 研究開発実施体制 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 
1. 空中発射システム運用構想 

2. ロケット搭載/分離技術 

3. 運用管制技術 

4. 法規制調査 

株式会社 IHI エアロスペース 

 ロケット搭載/分離技術 

 GPS/IMU 技術 

 ロケット用通信端末 

 整備、打ち上げ運用技術 

空中発射システム委員会 

システム専門委員会 
委員長：帝京大学教授 中島 俊 

運用専門委員会 

主 査：宇宙科学研究所名誉教授 林 友直 

安全・法規制専門委員会 
主 査：帝京大学教授 中島 俊 

支援システム専門委員会 

主 査：元宇宙科学研究所助教授 横山 幸嗣 

富士通株式会社 

 飛行管制、データ処理 

川崎重工業株式会社 

 民間航空機の利用調査 

シー・エス・ピー・ジャパン株式会社 

 技術動向、海外の民間宇宙活動法調査 

請負契約 
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５－３－Ｂ 資金配分 

平成２１、２２年度の各要素技術への資金配分（実績）を表５－３－Ｂ－１

に示す。 

 

表５－３－Ｂ－１．資金度配分  （単位：百万円） 

年度 平成 ２１ ２２ 合計 

空中発射システムの研究開発    

空中発射システム運用構想 27 1 28 

ロケット搭載/分離技術 10 58 68 

運用管制技術 20 71 91 

  法規制調査  10 20  30 

合計 67 150 217 

 

 

５－４－Ｂ 費用対効果 

（１）ロケット搭載/分離技術 

ロケット搭載分離/技術の実証を、米国の航空機及び試験場で実施することとして、

米国関係機関と調整を行っている。航空機等の情報については、ITAR に抵触するも

のが多く、情報収集が困難であったが、米国に本業務係わる支援企業を選定したこと

により、多くの有効な技術情報のみが抽出され、かつ、短期間で入手できるようにな

った。 

今後の作業に際しては、試験を米国で実施することで、廉価で高空落下試験の実

施ができる。また、試験の実施に当たっては、米国FAA安全審査を受ける。審査に必

要な航空機、試験場及び試験の実施に係わる安全要求を FAA から受け、本研究開

発において安全審査パッケージの作成を行い、FAA の審査を受けることになる。 

以上により、我が国に知見のない輸送機からの大型構造物の投下に係わる技術

の他に、安全要求/審査等に係わる技術が短期間で確実に習得できる。 

 

（２）ロケット通信端末 

ロケットに搭載する商用通信衛星との通信端末に係わる研究開発を行う計画であ

ったが、通信衛星としてインマルサット衛星が有効であることから、インマルサット社と

調整を行った結果、現在インマルサット社が開発を進めている、低高度周回衛星に搭

載し静止のインマルサット衛星と通信する端末をベースとして、ロケット用通信端末の

研究開発を行うこととなった。 

これにより、技術の検証からさらに進めた、フライト品に相当するロケット用通信端

末の研究開発を行うことが可能となった。 
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５－５－Ｂ 変化への対応 

空中発射システムの打上能力は、将来の小型衛星市場の状況を見つつ進める

こととし、将来需要予測の調査を行った。調査の結果、1999～2013 年の 500kg

以下の衛星打ち上げ実績及びバックログ 355 機から、150kg 以下の衛星が全体の

半数以上を占めていることが判明した。150kg クラスの衛星はピギーバック打ち

上げの対象ではなく、相乗り衛星にもなりにくい質量でもある。2000 年代は、

米国では Operationally Responsive Space と銘打って、300kg クラスの衛星の高機

能化、低コスト化を進め所要の成果を収め、2010 年代に入り更なる小型、高機

能衛星の開発に着手している。 

上記動向を踏まえて、本研究開発で実施する空中発射システムの研究開発は、

打上能力 150kg を目標とした。 

また、将来の空中発射システムの大型化及び小型化への発展性も考慮し、空

中発射システムの方式として、輸送機を使用した投下方式を選定した。  
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Ｃ 宇宙産業技術情報基盤整備 

研究開発事業（SERVIS） 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 

（ＵＳＥＦ） 
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１－Ｃ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｃ 事業の目的 

我が国企業は、衛星等のコンポーネントについては技術力を有するものの、宇宙

実証の機会が尐ないため、国際競争力のある分野はごく限定的である。さらに、我が

国衛星市場の頭打ちに伴い、近年、国内の宇宙機器部品メーカの市場からの撤退が

進んでおり、部品調達に支障をきたしている。 

 他方、我が国の衛星に従来用いられてきた MIL 規格（アメリカ国防総省が制定し

た米軍物資調達規格「Military Standard」の略。）部品は、信頼性が高い反面、高価、

低機能、納期が長いことに加え、国内の生産量が尐ない。また、MIL 部品の輸入時に

は、輸出規制（ITAR）手続きの影響により、納入遅延や仕様変更等が発生し、衛星開

発に悪影響を与えることが尐なくない。 

 このような状況の中、我が国宇宙産業の成長や国際衛星市場への参入を進める

方法の一つとして、我が国企業が得意とする安価かつ高機能な民生部品・民生技術

の衛星への転用を進め、信頼性を確保しつつ衛星の低コスト化、高機能化等を図る

ことが必要となる。 

本事業を通じて、民生部品（CPU、メモリ等）・民生技術を活用する知的基盤を整備

すること等により、衛星・コンポーネントの低コスト化、高機能化、短納期化を実現し、

我が国宇宙産業の国際競争力を強化する。 

 

１－２－Ｃ 政策的位置づけ 

 まず、新成長戦略（平成２２年６月１８日、閣議決定）において、宇宙産業振興のた

め、小型衛星の開発や、最先端宇宙科学・技術による競争力の確保が工程表に盛

り込まれている。 

また、産業構造ビジョン２０１０（平成２２年６月３日、産業構造審議会産業競争力部

会報告書）の中で、海外市場獲得に向けた我が国企業の競争力強化 のため、国際

市場、特に宇宙新興国のニーズ（低コスト・短納期・高性能・高信頼）を踏まえた世界

最先端の小型衛星を中心として、新技術の実証手段として期待できる超小型衛星含

めた宇宙システム全体の開発を加速することとされている。 

さらに、技術戦略マップ2010では、今後5～10 年程度は、各分野で必要となる

基盤的な技術の蓄積を確実に実施し、宇宙実証機会の確保を重点的に取り組み、

宇宙関連産業の競争力と自律性を強化し、さらにその後の宇宙産業の振興に寄

与することとされており、国際競争力の獲得に必要な宇宙実証の機会を確保す

ることで、新たな機器の信頼性確保を強化できると述べられている。 

さらに、第４期科学技術基本計画（平成２３年８月１９日閣議決定）では、我が国の

産業競争力強化のため、我が国の強みを生かした新たな産業基盤の創出に向け

て、統合的システムの構築や、保守、運用までも含めた一体的なサービスの提

供に向けた研究開発を、実証実験や国際標準化と合わせて推進するとともに、

これらの海外展開を促進する旨、記載されている。 
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 宇宙分野においては、「宇宙基本計画」（平成２１年６月２日、宇宙開発戦

略本部決定）において、人工衛星、ロケット等の性能向上、信頼性向上、低コ

スト化等のため、人工衛星の観測センサやロケットのアビオニクス等の部品・

コンポーネント、人工衛星の編隊飛行やロケットの打ち上げ能力向上等のシス

テム技術等について、最先端の情報通信技術も活用し、継続的な研究開発や、

小型衛星等を活用した軌道上実証等の取組を推進することとされている。 

また、「宇宙分野における重点施策について」（平成２２年５月２５日、宇宙

開発戦略本部決定）において、衛星機器の小型化、標準化に伴う製造数の増加・

低価格化の実現は、宇宙利用における新たな需要、市場が生まれる大きな可能

性を示しているとされている。 

 

１－３－Ｃ 国の関与の必要性 

 宇宙システムは、特殊環境下で極めて高い信頼性が求められ、研究開発や技術実

証には多額の費用が必要となるため、世界各国ともに国が責任を持って進めている。

特に、宇宙空間において不具合の発生するリスクが MIL 部品と比べて高い民生部

品・民生技術の宇宙実証は、民間企業のみで実施することが困難である。 

 このため、国が宇宙実証等の機会を提供し、民生部品・民生技術の衛星転用に必

要な知的インフラ（データベース／ガイドライン）を整備する必要がある。また、本事業

を通じて整備する知的基盤は、我が国産業界に公開し、整備の受益者が特定企業に

限られないため、個別企業による事業実施は現実的でなく、国による事業実施が必

要となる。 

 

２－Ｃ 研究開発目標 

２－１－Ｃ 研究開発目標 

 我が国が得意とする民生部品・民生技術を、衛星製造等の低コスト化、短納期化、

高機能化に活用するため、これらを選定し地上模擬試験及び宇宙実証試験を行う。

その結果を受けて、衛星製造等に適用するための知的基盤となる「民生部品・民生

技術データベース」、「民生部品・民生技術選定評価ガイドライン」及び「民生部品・民

生技術適用設計ガイドライン」を構築し整備する。また、機器等の開発の効率化を図

るため開発支援技術を開発し適用する。 

 

２－２－Ｃ 全体の目標設定 

本研究開発の全体の目標は次の通りである。 

「宇宙実証の結果を踏まえ、平成 27 年度＊）までに民生部品・民生技術を衛星に転

用するための知的基盤を整備することにより、我が国における衛星製造等の低コスト

化等を図る。」 

 これまでに実施した地上模擬試験結果、及び平成 15 年 10 月 30 日に打ち上げて約

2 年間の軌道上運用を行った実証衛星１号機の実証試験結果を受けて、第一次の民
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生部品・民生技術データベース、民生部品・民生技術選定評価ガイドライン及び民生

部品・民生技術適用設計ガイドラインは既に策定を完了した。 

これを受けて、今回の目標・指標は平成 22 年 6 月 2 日に打ち上げ約 1 年間の軌

道上運用を行う実証衛星 2 号機の宇宙実証試験を反映して、第二次の民生部品・民

生技術データベース、民生部品・民生技術選定評価ガイドライン及び民生部品・民生

技術適用設計ガイドラインを平成 23 年度までに構築する見通しを得るものである。 

 本研究開発の、全体の目標設定を表２－２－Ｃ－１に示す。 

 

表２－２－Ｃ－１．全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

宇宙実証の結果を踏まえ、平

成 27 年度＊）までに民生部品・

民生技術を衛星に転用するた

めの知的基盤を整備すること

により、我が国における衛星製

造等の低コスト化等を図る。 

平成 23 年度までに

第二次の民生部品・

民生技術データベー

ス及びガイドライン

類の知的基盤構築

の見通しを得る。 

衛星製造等の低コスト化、

短納期化、高機能化等を

実現するため、宇宙環境

で実績のない民生部品・

民生技術を適用するため

の知的基盤を構築する必

要がある。 

 

注＊）事業見直しにより、終了は当初の平成２６年度から平成２７年度に変更された。 
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 地上模擬試験においては、民生部品・民生技術が宇宙空間で曝される複合環境下

での挙動と地上の常温・常圧下で限られた放射線源を使う加速試験結果とを比較・

検討してその相関を求めることにより、衛星製造等に適用するための評価試験条件・

方法を確立する。また民生部品・民生技術を宇宙で使用するためにどのようにスクリ

ーニング試験及び品質確認試験を行えば効率的に信頼性の評価・確認ができるかも

検討する。これらをデータベース、ガイドライン等にまとめる。 

これらの地上模擬試験に加え、将来の低コスト化周回衛星バスを構成するバス機

器に民生部品・民生技術を適用して実証衛星に搭載して宇宙実証する。これにより、

民生部品・民生技術の評価と同時に低コスト・高機能な先端バス機器の評価も可能と

なり、我が国の宇宙産業界の国際競争力強化に貢献するものである。 
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２－３－Ｃ 個別要素技術の目標設定 

 本研究開発は①及び②の研究開発項目から成る。 

①民生部品・民生技術の極限環境適用技術 

②極限環境で使用する機器等の開発支援技術 

 

 ①についての目標は次の通りである。 

「民生部品･民生技術データベース及び実証衛星 1 号機・2 号機・3 号機による宇宙

実証データ等に基づき、最終の民生部品･民生技術選定評価ガイドラインと民生部

品･民生技術適用設計ガイドラインを策定するとともに最終の民生部品・民生技術デ

ータベースを構築する。ここにデータベースへの累積登録品種数は 220 品種以上とし、

実証衛星 3 号機への民生部品・民生技術適用数は 10 品種以上とする。」 

これに対して今回の目標・指標は、民生部品･民生技術データベース及び実証衛

星 1 号機及び 2 号機による宇宙実証データ等に基づき、第二次の民生部品･民生技

術選定評価ガイドラインと民生部品･民生技術適用設計ガイドラインを構築する。ここ

にデータベースへの累積登録品種数は 200 品種以上とする。また実証衛星 1 号機で

設定した目標数 30 と同じく、実証衛星 2 号機の宇宙実証試験に適用する民生部品・

民生技術を 30 品種以上とする。これは平成 23 年 6 月に軌道上運用を終了する予定

の実証衛星 2 号機の宇宙実証結果を反映するものである。＊１） 

 

②についての目標は次の通りである。 

「実証衛星開発への適用結果に基づき、極限環境で使用する機器等の設計の省

力化、情報管理の迅速化、製造・試験期間の短縮化に関する効果を定量的に評価す

る。」 

これに対して今回の目標・指標は、開発支援技術を実証衛星 1 号機及び 2 号機の

機器等の開発に適用してきた結果として、設計の省力化、情報管理の迅速化、製造・

試験期間の短縮化の効果を確認し定量化する。＊２） 

各々について、個別の目標設定を表２－３－Ｃ－１に示す。 

 

［注］ 平成 16 年度下期に中間評価が実施され、その目標は次の通り。いずれも目標を達成した。 

*1) ①「民生部品･民生技術データベース及び実証衛星１号機による宇宙実証データ等に基づき、第１次の

民生部品･民生技術選定評価ガイドラインと民生部品･民生技術適用設計ガイドラインを策定するととも

に第 1 次の民生部品・民生技術データベースを構築する。ここにデータベースへの累積登録品種数は

180 品種以上とし、実証衛星１号機への民生部品･民生技術適用数は 30 品種以上とする。」 

*2) ②「平成 12 年度までに技術開発を完了し、実証衛星開発に適用して極限環境で使用する機器等の設計

の省力化、情報管理の迅速化、製造・試験期間の短縮化に関する効果を確認する。」 
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表２－３－Ｃ－１．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価

時点） 

設定理由・根拠

等 

① 民 生 部

品・民生技

術 の 極 限

環 境 適 用

技術 

衛星製造等に転用可能性を有する

民生部品・民生技術に対し宇宙等

極限環境を模擬した地上模擬試験

を実施し、その試験結果から民生部

品・民生技術データベースを構築す

る。ここにデータベースへの累積登

録品種数は 220 品種以上とする。 

データベー

スへの累積

登録品種数

は 200 品種

以 上 と す

る。 

衛星機器の低コ

スト化、高機能

化 、 小 型・ 軽 量

への寄与の可能

性を有する品種

数の調査結果等

により設定した。 

民生部品・民生技術データベース及

びそれに基づき選定した民生部品・

民生技術の 3 回の宇宙実証試験

（実証衛星 1 号機・2 号機・3 号機）

のデータ等に基づき、最終の民生部

品・民生技術選定評価ガイドライン

と民生部品・民生技術適用設計ガイ

ドラインを構築する。ここに実証衛星

3 号機への民生部品・民生技術適

用数は 10 品種以上とする。 

第二次のガ

イドライン類

を 策 定 し 、

実証衛星 2

号機への民

生部品・民

生技術適用

数は 30 品

種以上とす

る。 

実証衛星 1 号機

用実験装置への

民生部品・民生

技術の適用を決

定する時の、地

上模擬試験結果

から得られた予

測により品種数

を設定した。 

② 極 限 環

境 で 使 用

す る 機 器

等 の 開 発

支援技術 

実証衛星開発への適用結果に基づ

き、極限環境で使用する機器等の

設計の省力化、情報管理の迅速

化、製造・試験期間の短縮化に関す

る効果を定量的に評価する。 

実証衛星 1

号機及び 2

号機の開発

に適用しそ

の効果を定

量化する。 

本技術により衛

星機器等の開発

の効率化が可能

となる。 
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３－Ｃ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｃ 成果 

３－１－１－Ｃ 全体成果 

 平成 15 年 10 月 30 日に打ち上げた実証衛星 1 号機は軌道上運用を継続し、平成

17 年 10 月 31 日に軌道上運用を終了し 11 月 1 日に停波して宇宙実証試験を終了し

た。また、実証衛星 2 号機は平成 22 年 6 月 2 日に打ち上げられ、平成 23 年 6 月に

軌道上運用を終了し宇宙実証試験を完了する見込みである。 

これまでの地上模擬試験の結果、及び上記 2 回の宇宙実証試験の結果を反映し、

第二次の民生部品・民生技術データベース、民生部品・民生技術選定評価ガイドライ

ン及び民生部品・民生技術適用設計ガイドラインを策定する見込みであり、今回の目

標を達成できる見通しを得た。 

これらの本研究開発全体の流れを図３－１－１－Ｃ－１に示す。 

 

 

 

図３－１－１－Ｃ－１ 研究開発の流れ 
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宇宙実証
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運用終了
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３－１－２－Ｃ 個別要素技術成果 

①民生部品・民生技術の極限環境適用技術 

（１）地上模擬試験 

a) 民生部品・民生技術の選定 

 地上模擬試験に供する民生部品は工業機器、IT 関連機器、IT 家電等の用途のた

め、安定した製造プロセスで大量に製造された半導体部品を主とした民生部品及び

民生技術を対象とし、特に以下の視点で選定した。 

・衛星用機器の小型、軽量、高機能及び低コスト化に貢献する民生部品 

・実証衛星 1 号機及び 2 号機搭載実験装置に搭載する民生部品 

・放射線耐性予測方法の評価検討に役立つ民生部品 

・民生部品を使用する際に必要となる民生技術 

・低コスト化に貢献する民生技術 

選定の手続きとしては、基本的にプロジェクト参画の衛星開発関連参画企業から

提案されたものの中から SERVIS 技術委員会の審議を経て採択した。 

 

b) 民生部品の地上模擬試験の試験項目と試験条件 

 民生部品の地上模擬試験の試験項目は大別するとスクリーニング試験、放射線試

験及び品質確認試験である。 

 スクリーニング試験は初期故障を除去するために実施するもので、全数実施し不良

が発生したロットは除外した。その後、環境耐性を調べる放射線試験であるトータルド

ーズ試験及びシングルイベント試験、更に機械環境・温度環境に対する耐性確認試

験である品質確認試験を実施した。 

これらの地上模擬試験で採用した試験項目・試験条件等を、「民生部品評価試験

条件書」としてまとめた。 

  



C-10 

c) 民生部品の試験結果 

これまでに地上模擬試験が終了した 204 品種について、年度毎の評価品種数を表

３－１－２－Ｃ－１に示す。この中で、軌道高度 1000km、5 年ミッションの中低高度地

球周回衛星（LEO）において、搭載民生部品までのアルミ遮蔽圧が 5mm の場合は約

６０％の民生部品が使用可能であることが明らかとなった。 

 

表３－１－２－Ｃ－１ 民生部品の地上模擬試験の実績 

 

 

ｄ） 民生技術の試験結果 

これまでに表３－１－２－Ｃ－２に示す 15 品種の民生技術について地上模擬試験

を実施した。これらの民生技術は、ほとんどが技術単独では評価できないため、民生

技術を搭載した実験装置レベルでの試験を実施した。試験項目は機能・性能試験に

加え、環境試験（機械、温度等）を行い、いずれも問題のないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 合計

CPU 5 3 4 1 0 0 0 0 13

DSP 1 0 1 0 0 0 0 0 2

SRAM 4 12 6 1 1 1 1 1 27

SOI-SRAM 3 1 4 0 2 0 0 0 10

DRAM 1 10 1 1 3 1 1 0 18

PROM 0 2 0 0 0 0 0 0 2

EEPROM 2 1 1 0 0 0 0 0 4

フラッシュメモリ 0 0 3 0 1 0 0 0 4

ゲートアレイ 3 0 7 1 2 0 0 0 13

デジタルIC 3 0 19 5 0 0 0 0 27

デジタルIC (SOI) 2 2 2 0 2 0 0 0 8

アナログIC 6 10 21 4 1 0 0 2 44

光部品 2 3 1 0 0 0 0 0 6

SOI（他） 0 1 0 0 0 0 0 0 1

その他 5 5 11 1 1 0 2 0 25

合計 37 50 81 14 13 2 4 3 204
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表３－１－２－Ｃ－２ 民生技術の地上模擬試験の実績 

 

 

e) 地上模擬試験のまとめ 

 以上により、これまでに民生部品 204 品種、及び民生技術 15 種、計 219 品種の地

上模擬試験を完了し、今回の中間評価の目標である 200 品種を達成した。 

これらの地上模擬試験結果は、もう 1 つの研究開発項目である「開発支援システム」

のデータベース作成機能を用いて、第一次の民生部品・民生技術データベースとして

登録した。この中で、公開用データベースとしては平成 19 年に USEF ホームページに

掲載した。公開用データベースでは民生部品・民生技術の製造メーカ名は記載せず

型式は型式 ID で置き換えることで、製造メーカへの配慮を行っている。また、試験結

果のサマリのみを掲載している。一方、非公開用データベースとして試験結果一式を

掲載したものについては、活用を要望する組織・個人が USEF に対して利用申請書を

提出し USEF による審査を行い、情報管理や目的外利用等に問題なしと判断した場

合は個別に提供する形で活用されている。 

この第一次の民生部品・民生技術データベースは、その後実証衛星 2 号機による

宇宙実証結果を受けて必要箇所を見直して改訂し、第二次の民生部品・民生技術デ

ータベースを策定できる見込みである。 

 

ｆ) 実証衛星 3 号機関連の地上模擬試験 

 平成 22 年度より、実証衛星 3 号機による実証試験の対象となり得る最新の民生部

品・民生技術を調査・検討すると共に、これらに対する地上模擬試験の方針の検討を

開始した。 

  

No. 民生技術 搭載実験装置
実証

衛星No.
備　　考

1 超塑性加工タンク ベーン式推薬タンク (VTS) 1
2 グリース潤滑 次世代パドル駆動機構 (APDM) 1
3 表面部品実装技術 無調整化TTCトランスポンダ (ATTC) 1
4 MCM化技術 オンボードコンピュータ (OBC) 1 MCM: Multi Chip Module
5 表面実装技術 スターセンサ統合型衛星制御装置 (SIS) 1
6 リチウムイオンバッテリセル リチウムイオンバッテリシステム(LIB) 1 Co系電池
7 PHIC実装技術 リチウムイオンバッテリシステム(LIB) 1 PHIC: Power Hybrid IC
8 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池実験装置 (LIBA) 2 Mn系電池
9 MCM実装技術 高性能データ圧縮装置 (HPDC) 2
10 SOI技術 高性能データ圧縮装置 (HPDC) 2 SOI: Silicon on Insulator
11 GPS受信機 先進測位実験装置 (APE) 2
12 実装技術 先進測位実験装置 (APE) 2
13 実装技術 先進衛星構体実験装置 (ASM) 2
14 磁気軸受 磁気軸受ホイール実験装置 (MBW) 2
15 MEMS製造技術 RF-MEMS実験装置 (MEMS) 2
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（２）宇宙実証試験 

a) 実験装置 

a-1) 実証衛星 1 号機及び 2 号機搭載実験装置 

 実証衛星に搭載され宇宙実証される実験装置は、国内の宇宙関連企業に公募し、

次の観点から SERVIS 技術委員会において審議され、選定を行った。本選定は複数

回に亘って行われた。 

・将来の低コスト化衛星バスを構成するバス機器で、民生部品・民生技術の宇宙

実証試験が適切にできる機器であると共に、民生部品・民生技術により抜本的

な低コスト化、短納期化、高機能化等が図れる機器であること。 

・宇宙実証試験が必要なものであると共に、組み込んだ民生部品・民生技術の挙

動がモニタできること。 

・開発担当各社の戦略機器として機器単体でも世界市場での販売が可能なもの

であること。 

 

 その結果として選定・開発され、実証衛星 1 号機に搭載・宇宙実証された実験装置

一覧を表３－１－２－Ｃ－３に示す。また、実証衛星 2 号機の実験装置一覧を表３－１

－２－Ｃ－４に示す。いずれの衛星にも９装置が搭載されることとなった。 

実証衛星 1 号機では約 2 年間の軌道上運用により宇宙実証を行った。また実証衛

星 2 号機では約 1 年間の宇宙実証を行う。1 号機では全ての実験装置が致命的な不

具合もなく、計画した宇宙実証を完了し、所期の目的を達成した。2 号機もこれまでの

運用は計画通り推移し、問題なく宇宙実証を終了できる見込みである。 

 

表３－１－２－Ｃ－３ 実証衛星 1 号機で宇宙実証された実験装置 

No. 名    称 略称 

1 ベーン式推薬タンクシステム VTS 

2 統合航法センサシステム INU 

3 統合電力制御装置 PCDS 

4 次世代パドル駆動機構 APDM 

5 無調整化 TTC トランスポンダ ATTC 

6 オンボードコンピュータ OBC 

7 スターセンサ統合型衛星制御装置 SIS 

8 リチウムイオンバッテリシステム LIB 

9 光ファイバジャイロ慣性基準装置 FOIRU 
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表３－１－２－Ｃ－４ 実証衛星 2 号機で宇宙実証されている実験装置 

No. 名    称 略称 

1 リチウムイオン電池実験装置 LIBA 

2 高ｱｼｭｱﾗﾝｽﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ装置 ADMS 

3 自律フォールトトレラント計算機 CRAFT 

4 リモートターミナル実験装置 PPRTU 

5 高性能データ圧縮装置 HPDC 

6 先進測位実験装置 APE 

7 先進衛星構体実験装置 ASM 

8 磁気軸受ホイール実験装置 MBW 

9 RF-MEMS 実験装置 MEMS 

 

 次に、実験装置に搭載され宇宙実証された民生部品及び民生技術を、実証衛星 1

号機について表３－１－２－Ｃ－５に、また実証衛星 2 号機について表３－１－２－Ｃ

－６に示す。これらの表では民生部品の品種名を示すが、民生技術名は前述の表３

－１－２－Ｃ－２に示し、ここでは数のみとした。18 の実験装置で評価される民生部

品は合計 86 品種、また民生技術は合計 15 種となった。 

 これらの民生部品や民生技術も、これらが組み込まれた実験装置と同様、ほぼ計

画通りに動作し、1 号機は 2 年間の宇宙実証を完了した。また、2 号機は 1 年間の実

証を完了予定である。宇宙実証結果は地上模擬試験結果との比較・検討により地上

での予測の妥当性評価を行い、特に 2 号機の結果は民生部品・民生技術選定評価

ガイドライン、及び民生部品・民生技術適用設計ガイドラインに順次反映している。 

 

表３－１－２－Ｃ－５ 実証衛星 1 号機の実験装置に搭載・ 

評価された民生部品・民生技術 

 

略称
民生
部品

民生
技術

搭載民生部品品種

VTS 1 1 ボイドセンサ

INU 1 0 RFチップ

PCDS 1 0 16bit CPU

APDM 0 1 -

ATTC 11 1

16b D/A C, 12b A/D C, Receiver IF, LN AMP,  LN
AMP/MIXER, TRASMIT/RECEIVE SWITCH, UPC,
MODULATOR, TRANCEIVER, PA DRIVER AMP,
POWER AMP

OBC 6 1 CPU, SDRAM, FPGA, Dig_IC×2, SRAM

SIS 4 1 CPU, EEPROM,  CCD, SDRAM

LIB 0 2 -

FOIRU 5 0 受光、光源、導波路、ファイバ、FOG

合計 29 7
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表３－１－２－Ｃ－６ 実証衛星 2 号機の実験装置に搭載・ 

評価されている民生部品・民生技術 

 

 

 機器実験装置に加え、高機能で最先端の半導体メモリ部品を中心に、部品単体とし

ての挙動を詳細に計測するために部品単体試験装置（CPT）を開発し、実証衛星 1 号

機及び 2 号機に搭載した。本装置に搭載する民生部品は最先端の 2 世代の SRAM、

DRAM等とする。これにより 2機の実証衛星により、3世代の半導体メモリ部品の宇宙

実証を実施し、世代の違いが放射線耐性にどのように影響するかも調査した。CPT

に搭載した民生部品を表３－１－２－Ｃ－７に示す。 

 

表３－１－２－Ｃ－７ 部品単体試験装置に搭載・評価された民生部品 

品種 実証衛星 1 号機 実証衛星 2 号機 

SRAM 1Mbit, 4Mbit 4Mbit, 8Mbit 

DRAM 128Mbit, 256Mbit 256Mbit, 512Mbit 

SOI SRAM 256kbit (0.35μ m) 128kbit (0.18μ m ) 

フラッシュメモリ NOR 型 32Mbit NOR 型 128Mbit 

FPGA SRAM 型， 

EEPROM 型 

SRAM 型， 

EEPROM 型 

品種数 11 9 

 

 

略称
民生
部品

民生
技術

搭載民生部品品種

LIBA 7 1
CPU、マルチプレクサ、フォトカプラ、リレードライバ、
MOS-FET、OPAMP、ホールセンサ

ADMS 17 0
CPU、FLASH MEMORY、SRAM、FPGA、FET、
Digital IC×6種、Analog IC×4種、Transistor×2種

CRAFT 4 0
64bit MPU(P-QFP)、64bit MPU(BGA)、SRAM、
SDRAM

PPRTU 9 0
IEEE-1394 I/F LS、PLL LSI、LVDS Line Driver、
LVDS Line Receiver、PCI I/F デバイス、デュアル
ポートSRAM、高速FIFO、EDAC、バッファIC

HPDC 7 2
LVD Line Driver、LVDS Line Receiver、LVDS Line
Driver/Receiver、Line Receiver、16bit Level
Shifting Tranceiver、SDRAM、Image Comp Chip

APE 4 2 OPAMP、FIFO、FPGA、SDRAM

ASM 7 1 CPU、FPGA、DRV×2、OPAMP、EEPROM、SDRAM

MBW 1 1 パワーMOSFET

MEMS 1 1 RF-MEMSスイッチ

合計 57 8
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 部品単体試験装置では、2 機の実証衛星により計 20 品種の民生部品が評価され、

地上模擬試験結果との比較・検討により地上での予測の妥当性評価を行うと共に、

民生部品の放射線耐性予測の検討にも反映されつつある。 

 

 以上により、実証衛星 2 号機に搭載された実験装置と部品単体試験装置により民

生部品は計66品種、民生技術は計 8種が実証されている。即ち、今回の中間評価の

目標である「実証衛星 2 号機への民生部品・民生技術の適用数 30 品種以上」に対し

て、合計 74 品種となり、充分に目標を達成しつつある。 

なお、実証衛星 1 号機に搭載された実験装置と部品単体試験装置により民生部品

は計 40 品種、民生技術は計 7 種が実証された。合計で 47 品種となり、1 号機におい

ても 30 品種以上の目標を達成している。 

 

a-2) 実証衛星 3 号機搭載実験装置 

平成 22 年度より開発を開始した実証衛星 3 号機に搭載して宇宙実証すべき民生

部品・民生技術を適用した実験装置について、設計を開始した。 

 

b) 実証衛星 

b-1) 実証衛星 1 号機 

実証衛星 1 号機は、研究開発の効率的推進の観点から、先に開発された次世代

型無人宇宙実験システム（USERS）の資産を最大限活用することにした。バス部は

USERS 宇宙機サービスモジュール（SEM）をそのまま使い、また USERS 宇宙機リエン

トリモジュール(REM)の代わりに実験装置を搭載するペイロードユニット(PLU)を取り

付けることとした。運用軌道は宇宙実証を行うために必要な放射線環境と、将来の低

コスト化周回バス・搭載機器が飛翔すると考えられる範囲を考慮して高度 1000km の

太陽同期軌道（SSO）とした。 

実証衛星 1 号機はロシアのプレセツク射場からロコットにより打上げられ、ほぼ計

画通りの軌道に投入された。その後は宇宙航空研究開発機構（JAXA）のグラウンド

ネットワーク局（GN 局）を使用して USEF 運用管制センター（USOC）により約 2 年の軌

道上運用を行い、計画された全ての宇宙実証試験を完了した。なお、停波の前に国

際機関間スペースデブリ調整会議(IADC)のガイドラインを遵守し、スペースデブリの

発生を抑える処置を可能な範囲で実施した。 

衛星の概要を表３－１－２－Ｃ－８に示す。 
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表３－１－２－Ｃ－８ 実証衛星 1 号機の概要 

打上げ日 平成 15 年 10 月 30 日 

打上げロケット ロコット（ROCKOT） 

運用軌道 
高度 1000 km、軌道傾斜角 99.5deg 

太陽同期軌道（SSO） 

運用期間 2 年 

衛星重量 840kg 

外形寸法 2.5m(H) x 10.2m(L) 

発生電力 1300W 以上（太陽指向時、EOL） 

衛星制御系 ISC による統合化制御 

姿勢制御系 3 軸制御 

電源系 
50V フローティングバス 

NiH2 バッテリ 

データハンドリング系 CCSDS 準拠パケット方式 

通信系 
テレメトリ：USB (2kbps), HSB (256kbps) 

コマンド：4000bps 

推進系 
1 液式（ヒドラジン） 
1N スラスタ 12 本 

運用管制設備 USEF 運用管制センター(USOC) 

追跡管制局 JAXA グラウンドネットワーク（GN）局 

ペイロードへのリソース 
重量：300 kg 以上、電力：500 W 以上  

データレート：2400 bps 以上 

 

 

b-2) 実証衛星 2 号機 

 実証衛星 2 号機は、1 号機搭載の機器実験装置を出来る限りバス機器に採用する

方針とした。宇宙実証結果を受けて検討した結果、表３－１－２－Ｃ－３に示す以下

の装置をバス化することとした。 

   ・無調整化 TTC トランスポンダ（ATTC） 

   ・リチウムイオンバッテリシステム（LIB） 

   ・スターセンサ統合型衛星制御装置（SIS） 

 但し、実証衛星のバスは実験装置の宇宙実証のためのプラットフォームでなければ

ならず、そのために以下の工夫を行った。 

 バスの通信系は ATTC をベースとした S バンドトランスポンダを主系とし、従系には

高信頼性部品で構成された従来型トランスポンダを搭載した。また、LIB をベースとし

たバスのバッテリシステムには個々のバッテリセルにバイパスダイオードが組み込ま

れており、実質的に冗長系となっている。更に、バスの統合化制御系では SIS をベー

スとした統合型衛星制御装置を主系とし、従系には高信頼性部品で構成された制御

装置を採用した。 
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 また、実証衛星 2 号機は運用期間が 1 年であり 1 号機の 2 年より短いため、1 号機

と等価な累積放射線量を与えることを考慮して高度 1200km の SSO とした。また、運

用期間の短縮に合わせて搭載する推薬量を尐なくした結果、衛星の質量も 1 号機よ

り小さくなった。実証衛星 2 号機の概要を表３－１－２－Ｃ－９に示す。 

 

表３－１－２－Ｃ－９ 実証衛星 2 号機の概要 

打上げ日 平成 22 年 6 月 2 日 

打上げロケット ロコット（ROCKOT） 

運用軌道 
高度 1200 km、軌道傾斜角 100.4deg 

太陽同期軌道（SSO） 

運用期間 1 年 

衛星重量 740kg 

外形寸法 2.5m(H) x 10.2m(L) 

発生電力 1300W 以上（太陽指向時、EOL） 

衛星制御系 ISC による統合化制御 

姿勢制御系 3 軸制御 

電源系 
50V フローティングバス 
リチウムイオンバッテリ 

データハンドリング系 CCSDS 準拠パケット方式 

通信系 
テレメトリ：USB (2kbps), HSB (256kbps) 

コマンド：4000bps 

推進系 
1 液式（ヒドラジン） 
1N スラスタ 12 本 

運用管制設備 USEF 運用管制センター(USOC) 

追跡管制局 JAXA グラウンドネットワーク（GN）局 

ペイロードへのリソース 
重量：300 kg 以上、電力：500 W 以上  

データレート：2400 bps 以上 

 

 実証衛星 2 号機の打上げ機は、平成 14 年 6 月の総合科学技術会議で「政府衛星

は国産ロケットで打上げることを基本とする」との指針に従い、当初 GX ロケットを前提

として調整を進めた。しかし、計画された打上げ時期に間に合わないことが判明した

ため、関係機関との調整を経て海外商用衛星打上げロケットによる打上げを決定し

た。これを受け、平成 18 年 10 月に海外の打上げサービス会社に対して提案要請を

行った。各社からの提案に対して技術評価及び契約面での評価を行った結果、1 号

機と同様、平成 19 年 2 月にロコット（ROCKOT）による打上げ提案を行ったドイツのユ

ーロコット（Eurockot）社と打上げサービス契約を締結することとなった。 

 実証衛星 2 号機はシステムプロトフライト試験（PFT）を平成 21 年 3 月に終了してシ

ステム認定試験後審査（PQR）まで終了した。しかし、ロケット側の事情により打上げ

が遅延した。そのためシステム PFT 後は衛星を適切な環境下に保管し、出荷までは

約 2 カ月に 1 回の定期的点検を行い、トレンドも含めて健全性をチェックした。そして

打上げ時期が確定したことから最終点検後に平成 22 年 3 月に出荷前審査（PSR）を
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行い、射場に輸送可能なことを確認した。 

 ロシアのプレセツク射場への輸送は平成 22 年 4 月に行い、1 か月余りの射場整備

作業を行った。そのときの衛星の外観を図３－１－２－Ｃ－１に示す。 

 

 図３－１－２－Ｃ－１ 実証衛星 2 号機の射場での外観 

 

射場整備作業の終了後、衛星は平成 22 年 6 月 2 日 01 時 59 分 11 秒（UTC（協定

世界時））にロコットにより打上げられた。その様子を図３－１－２－Ｃ－２に示す。 

 

図３－１－２－Ｃ－２ 実証衛星 2 号機の打上げ 
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 実証衛星 2 号機は打上げ後約 97 分でロケットから分離され、殆ど計画通りの軌道

に投入された。その後 SIS をベースとした統合型衛星制御装置の恒星センサ（STT）

により初期捕捉を問題なく完了した。ATTC をバスに転用した通信系、LIB をバスバッ

テリとして使用した電源系も正常に動作することが確認できた。 

初期捕捉後はバス機器及び実験装置等の初期チェックアウトを実施した後、定常

運用を 6 月 19 日より開始し約 1 年間の宇宙実証試験を行う計画であり、これまで問

題なく運用を継続している。 

運用には USEF 運用管制センター（USOC）を使用した。USOC 開発の基本方針は

設備の低コスト化と運用の省力化におかれている。低コスト化実現の方策として、既

存の技術資産を充分活用することに加え、PC ベースでのシステム構成、最小限の装

置冗長と相互代用可能な装置間での機能冗長の採用、追跡管制には宇宙航空研究

開発機構（JAXA）のグラウンドネットワーク局(GN局)を活用した。また、運用の省力化

においては、1 名の指揮者（FD: Flight Director）と 2 名のオペレータでの定常運用作

業ができるシステムを構築している。実証衛星 2 号機においては、1 号機からの経年

に伴うハードウェア、オペレーションシステム等の換装、及び通信環境の高速化に対

応した。運用管制システムの構成を図３－１－２－Ｃ－３に示す。 

 

 

図３－１－２－Ｃ－３ 実証衛星の運用管制システム 
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なお、運用期間は平成 22 年 6 月から約 1 年間と計画されていたことから、その前

に SERVIS 技術委員会を開催して宇宙実証の成果見込みを審議し、全ての実験装置

及び搭載民生部品・民生技術が必要な実証データを取得または取得見込みであり、

1 年で軌道上運用を終了してよいことを確認する計画である。 

軌道上運用の終了に際し、1 号機と同様、残推薬の消費、バッテリの放電、不要機

器の電源オフ等により、国際機関間スペースデブリ調整会議(IADC)のガイドラインを

遵守し、制約の範囲で最大限にスペースデブリの発生を抑える処置を行った。そして

実験装置オフを 6 月１日に実施後、送信機の停波を 6 月 3 日に実施し、実証衛星 2

号機の運用を完了した。 

 

b-3) 実証衛星 3 号機 

低コストでかつ短期間で宇宙実証試験を実施するために、平成 22 年度より 100kg

級の実証衛星 3 号機の開発に着手した。実証衛星 3 号機の概要を表３－１－２－Ｃ

－10 に示す。 

 

表３－１－２－Ｃ－10 実証衛星 3 号機の概要 

項 目 諸  元 

ミッション 

 光学センサ 

 

パンクロ 

-分解能： 2.5m 

-観測幅： 7.5 x 5.5 km 

民生部品の適用 最新の民生部品を採用 

-機器の小型化、高機能化 

-輸出入管理（ＩＴＡＲ規制等）の影響回避 

実験装置 グリーンプロペラント推進系 

トランスポンダ 

電力制御器 

適合ロケット 

 

H-IIA サブペイロード，イプシロン，ASAP-5，

Falcon 等の主要ロケットに適合 

軌道 低高度周回軌道（高度 500～700km） 

地上局 追跡管制・データ受信局 （国内） 

設計寿命 1 年以上 （SERVIS-3 ミッション要求） 

5 年以上 （標準バスとしての設計目標） 

質量 打上質量： 170kg （内、推薬 4kg） 

ミッション搭載能力： 最大 80kg 

電力 発生電力： 370 W （1 年後） 

ミッション供給電力： 最大 80W 
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（３）ガイドライン策定 

a) 民生部品・民生技術選定評価ガイドライン 

 本研究開発における知的基盤の構築の一環をなす民生部品・民生技術選定評価

ガイドラインは、民生部品・民生技術を宇宙等極限環境下で使用に耐えうるか否かを

評価するための試験項目及び試験条件、使用に当たっての配慮事項、注意事項等

をまとめたものである。 

本ガイドラインは、民生部品・民生技術の地上模擬試験結果と宇宙実証試験結果

を分析し、耐環境性を評価する地上試験として最適で、かつ必要最小限な試験項目

と試験条件を導き出すものである。また、民生部品を宇宙機器として使用する場合に

必要となる信頼度計算に用いる部品単体の信頼度に対する考え方を整理したもので

ある。本ガイドラインは、宇宙用機器開発企業が有効且つ短時間で、また宇宙実証す

ることなく民生部品・民生技術の選定評価を行うことを可能とすることを目的とした。 

本ガイドラインは、宇宙実証試験等の進捗とともに内容の充実を図り、今回の中間

評価時点では実証衛星 2 号機の軌道上実証試験結果の比較検討結果まで反映した

第二次の民生部品・民生技術選定評価ガイドラインを構築し、目標を達成できる見込

みである。その目次を表３－１－２－Ｃ－11 に示す。 

 

表３－１－２－Ｃ－11 民生部品・民生技術選定評価ガイドラインの目次 

 

 

 



C-22 

b) 民生部品・民生技術適用設計ガイドライン 

 本研究開発における知的基盤の構築の一環をなす民生部品・民生技術適用設計

ガイドラインは、民生部品・民生技術を宇宙等極限環境で使用される機器設計に有

効に適用するための配慮事項、注意事項等をまとめたものである。 

本ガイドラインは、本研究開発終了後に各企業において民生部品・民生技術を採

用した宇宙用機器を設計する際の手引きとなるもので、実験装置の開発、宇宙実証

試験、地上模擬試験等で得られた民生部品・民生技術を宇宙機器に適用するための

設計的ノウハウをまとめた。本ガイドラインに従って機器設計を実施すれば、見落とし

なく適切に宇宙用機器の設計ができることを狙いとしている。 

本ガイドラインは、宇宙実証試験等の進捗とともに内容の充実を図っており、今回

の中間評価時点では実証衛星 2 号機までの宇宙実証試験結果の比較検討結果を反

映した第二次の民生部品･民生技術適用設計ガイドラインを構築し、目標を達成でき

る見込みである。 

なお、付録として実証衛星に搭載した機器実験装置毎に、民生部品・民生技術の

適用事例をまとめた。その目次を表３－１－２－Ｃ－12 に示す。 

 

表３－１－２－Ｃ－12 民生部品・民生技術適用設計ガイドラインの目次 
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②極限環境で使用する機器等の開発支援技術 

本研究開発項目は、実証衛星の開発に参画する関係者間のタイムリーで齟齬の

ない情報伝達、インタフェース設計情報交換及び機器・衛星等の３次元CADモデルを

使った３次元設計、仮想環境を用いた解析を効果的かつ効率的に行なうためのシス

テムを構築するものである。本システムは設計情報交換システム及び設計情報統合

システムから成る。これを図３－１－２－Ｃ－４に示す。 

 

 
図３－１－２－Ｃ－４ 開発支援システムの構成 

 

この開発支援技術は平成 12 年までに構築を完了し、研究開発項目①民生部品・

民生技術の極限環境適用技術の研究開発に適用した。 

 

（１）設計情報交換技術 

 実証衛星及び実験装置の開発業務並びに、プロジェクト管理業務を支援するため

のシステムであり、衛星及び機器の開発仕様情報とプロジェクト管理情報をデータベ

ースとし、ネットワークを介してそれらの情報の登録・保管・検索・提供を行った。 

 

（２）設計情報統合技術 

実証衛星を構成するシステム、サブシステム、実験装置の設計業務を担当各社間

で効率的且つ正確に行うためのシステムであり、衛星の設計情報をデータベースとし、

ネットワークを介して、それらの情報の登録、保管、検索、提供を行った。 
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（１）、（２）により実証衛星 1 号機及び 2 号機の開発において、設計の省力化、情報

管理の迅速化、製造・試験期間の短縮化が図れた。これらの効果を実証衛星等の全

体開発費用に対する改善時間を費用に換算して定量的に評価した結果、有意な効果

を確認し中間目標を達成した。 

 

なお、本研究開発に着手してから現在まで十余年が経過しており、その間に衛星

の開発環境とりわけネットワーク環境は長足の進歩を遂げている。その中にあって本

研究開発で開発されたシステムの枠組みや技術は既に実用・標準となっており、当初

の目標方向が正しいものであったことを裏付けている。 
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３－１－３－Ｃ 特許出願状況等 

 

 表３－１－３－Ｃ－１に特許出願状況を示す。また、表３－１－３－Ｃ－２に学会発

表・論文等の状況を示す。更に表３－１－３－Ｃ－３に新聞報道状況を示す。 

 なお、学会発表・論文等の状況、及び新聞報道状況については、前回の中間評価

以降（平成 17 年以降）を対象とし、平成 23 年 3 月までを示している。 
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表３－１－３－Ｃ－１ 特許出願状況 

 

 

  

機器名 特許名称 出願国 出願日 出願番号 状態・登録番号 登録日
LIB バッテリ蓄電装置 日本 20001215 2000-350378 登録済み
SIS 恒星センサ 日本 20020202 2001-027041 3733293 ２００５．１０．２１
SIS 人工衛星の姿勢決定装置 日本 20020227 2001-52803 審査請求中
VTS 液体用タンク 日本 20010518 P2001-149482
SIS 恒星センサ 日本 20020205 2002-028318
LIB バッテリ蓄電装置 米国 20020416 6373224 登録済み
LIB 蓄電装置 日本 20020510 2002-135988
LIB バッテリセル用セルシャント回路 米国 20020514 6388424 登録済み
LIB バッテリ充電器 米国 20020604 6400124
LIB バッテリセル用セルシャント回路 日本 20020628 2002-186191 審査請求中
LIB バッテリ充電器 日本 20020628 2002-186192
LIB 低軌道人工衛星用リチウムイオンバッテリ装置 日本 20020628 2002-186196 審査請求中
SIS 恒星センサ 日本 20020619 2002-177985 3804579 ２００６．５．１５
LIB バッテリーモジュール 日本 20040513 2004-139934 審査請求中
LIB バッテリ装置 日本 20050113 2005-012958 審査請求中

［注］　LIB：リチウムイオンバッテリシステム
　　　　SIS：スターセンサ統合型衛星制御装置
　　　　VTS：ベーン式推薬タンクシステム
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表３－１－３－Ｃ－２ 学会発表・論文等の状況 （１／４）

  

No. 年月日 論文名 発表先 著者(組織) 口頭 論文
1 平成17年1月 人工衛星姿勢制御用の低擾乱磁気軸受ホイールの概要紹介 三菱電機技報1月号 MELCO ○
2 平成17年1月 宇宙環境信頼性実証システム（SERVIS）の開発と軌道上実証 電子情報通信学会和文論文誌 USEF ○

3 H17年4月4～8日
Energetic Charged Particle Spectrometer for the Space
Environment Reliability Verification Integrated System (SERVIS-1)

第9回衛星帯電技術国際会議 USEF, MPC, PSI ○

4 H17年6月30日 宇宙用リチウムイオン電池の特性と軌道上実績 電気評論増刊号 MELCO ○

5 H17年7月11～15日
Critical Dimension Analysis of COTS SRAMs for Radiation
Susceptibility

2005 IEEE Nuclear and Space
Radiation Effects Conference

USEF, MELCO ○

6 H17年8月2日 ベーン式推薬タンクシステム（VTS)の開発と宇宙実証試験結果 日本混相流学会年会講演会2005 IHI, USEF ○ ○

7 H17年8月2日～4日 SERVIS Project: Application of Commercial Technology for Space
2005 International Military &
Aerospace / Avionics COTS
Conference, Exhibition & Seminars

USEF ○ ○

8 H17年8月8日～10日
On-board Verification of Spacecraft Attitude Determination Using
Star Sensors

計測自動制御学会(SICE)年会 USEF, MELCO ○ ○

9 H17年8月10日 小型衛星への取り組み 三菱電機技報Vol79、No8 MELCO ○
10 平成17年8月3-10日 Particle detectors onboard USERS and SERVIS-1 satellites 国際宇宙線会議 USEF ○

11 平成17年8月3-10日
Space and Time Correlations of Particle Fluxes after Flares in
Radiation Belts Observed by Two Satellites, USERS and SERVIS-1.

国際宇宙線会議 USEF ○

12 平成17年9月12-15日 2003年ハロウィーンイベントに伴う捕捉粒子の変動 日本物理学会 USEF ○ ○

13
平成17年9月28日-10
月1日

USERS衛星及びSERVIS-1衛星で観測された放射線帯捕捉粒子分布
の空間的・時間的変動

日本地球電磁気学会 USEF ○

14 H17年9月12～16日
Suppression of Sun Interference in the Star Sensor Baffling Stray
Light by Total Internal Reflection

Optical System Design 2005, SPIE
Europe Jena, Germany)

MELCO、USEF ○ ○

15 平成17年9月
傾斜磁極磁気軸受ホイールの開発（第1報：磁気軸受制御系設計とセ
ンサ・磁極面歪の補正）

日本機会学会誌論文集(C編） MELCO ○ ○

16 平成17年10月17-21日
Overview of SERVIS Project toward Application of Commercial
Technology for Space

56th International Astronautical
Congress

USEF ○ ○

17 平成17年10月17-21日
GPS-based Attitude Determination in Different Attitude Modes:
Experimenting with a GPS Receiver and Star Sensors onboard the
SERVIS-1 Satellite

6th International ESA Conference on
Guidance, Navigation and Control
Systems

NTSpace ○ ○

18 平成17年11月9-11日 SERVISプロジェクトの現状 第49回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
19 平成17年11月9-11日 SERVIS-1 INU軌道上評価 第49回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace ○ ○
20 平成17年11月9-11日 次世代パドル駆動装置（ＡＰＤＭ）の開発と宇宙実証結果 第49回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace ○ ○

21 平成17年11月21日 半導体照射試験用イオン照射装置の改良と現状
東北大サイクロトロンRIセンター研究
会

USEF ○

22 平成17年11月21-22日 USEFに於ける民生部品・民生技術データベース 日本非破壊協会秋季大会 USEF ○ ○
23 平成17年11月23-25日 全反射遮光型バッフルの太陽遮光軌道試験結果 Optics Japan 2005、日本光学会 MELCO, USEF ○ ○
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表３－１－３－Ｃ－２ 学会発表・論文等の状況 （２／４） 

 

No. 年月日 論文名 発表先 著者(組織) 口頭 論文

24 平成17年11月20-23日
Temporal and Spatial behavior of Trapped Particles in the Radiation
Belts : Observed Records from Two Japanese Satellites

UN/ESA/NASA Workshop on the
International Heliophysical Year IHY
2007

USEF ○ ○

25 平成17年12月 民生電子部品搭載オンボードコンピュータの宇宙実証 三菱重工技報 MHI ○
26 平成17年12月16日 イオン・中性子による半導体照射試験 原子力学会東北支部会 USEF ○

27 平成18年4月21日 USEFにおける民生部品評価
大阪ニュークリアサイエンス協会第２９
回放射線科学研究会

USEF ○ ○

28 平成18年4月28日
ベーン方推薬タンク内における微小重力下流体挙動の数値解析およ
び微小重力実験

日本マイクログラビティ応用学会誌 IHI, USEF ○

29 平成18年6月4-11日
Spacecraft Attitude and Body Rate Estimation with Star Sensors
and Their On-Orbit Verification Results

25th International Symposium on
Space Technology and Science

MELCO, USEF ○ ○

30 平成18年6月6日
Development and Results of Space Evaluation Test for Vane Type
Tank System (VTS)

25th International Symposium on
Space Technology and Science

IHI, USEF ○ ○

31 平成18年7月
Intensity Variation of Energetic Particles in SAA Region observed
by Japanese Satellite, SERVIS-1

36th COSPER Scientific Assenbly USEF ○

32 平成18年7月
Quasi-trapped Narrow Spikes of Clectrons in the Inner Radiation
Belt observed by various satellites

36th COSPER Scientific Assenbly USEF ○

33 平成18年9月
Comparison of Trapped Particle Intensities in SAA Region observed
by two Japanese Satellites, USERS and SERVIS-1

20th European Cosmic Ray
Syamposium,　Lisbon, Portugal

USEF ○ ○

34 平成18年10月2-6日 SERVIS-1COTS Technical Knowledge Bases for Space Application
57th International Astronautical
Congress

USEF ○ ○

35 平成18年10月23-27日 Applications and Technical Progress of Fiber Optic Gyros in Japan
18th International Conference on
Optical Fiber Sensors

MPC, 東大 ○ ○

36 平成18年11月9-10日 SERVISプロジェクトについて 第50回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
37 平成18年11月9-10日 SERVISプロジェクトにおける民生部品の評価 第50回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
38 平成18年11月9-10日 実証衛星1号機（SERVIS-1）の軌道上運用について 第50回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
39 平成18年11月9-10日 環境計測装置（EMSS)による宇宙環境計測結果 第50回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
40 平成18年11月9-10日 ベーン式推薬タンクシステム（VTS)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 IHI, USEF ○ ○
41 平成18年11月9-10日 SERVIS-1　INU軌道上評価 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
42 平成18年11月9-10日 統合電力制御装置（PCDS)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
43 平成18年11月9-10日 次世代パドル駆動装置（APDM)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
44 平成18年11月9-10日 無調整化トランスポンダ（ATTC)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
45 平成18年11月9-10日 オンボードコンピュータ（OBC)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 MHI, USEF ○ ○
46 平成18年11月9-10日 スターセンサ統合型衛星制御装置（SIS)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
47 平成18年11月9-10日 リチウムイオンバッテリシステム（LIB)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
48 平成18年11月9-10日 光ファイバージャイロ慣性基準装置（FOIRU)の開発と宇宙実証成果 第50回宇宙科学技術連合講演会 MPC, USEF ○ ○
49 平成18年11月9-10日 実証衛星2号機の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
50 平成18年11月9-10日 リチウムイオン電池実験システム(LIBA)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 IA, USEF ○ ○
51 平成18年11月9-10日 データマネジメント装置（ADMS)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 IA, USEF ○ ○
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表３－１－３－Ｃ－２ 学会発表・論文等の状況 （３／４） 

 

No. 年月日 論文名 発表先 著者(組織) 口頭 論文
52 平成18年11月9-10日 自律フォールトトレラント計算機（CRAFT)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
53 平成18年11月9-10日 リモートターミナル実験装置（PPRTU)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
54 平成18年11月9-10日 高性能データ圧縮装置（HPDC)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MHI, USEF ○ ○
55 平成18年11月9-10日 先進測位実験システム（APE)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
56 平成18年11月9-10日 先進衛星構体実験装置（ASM)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
57 平成18年11月9-10日 磁気軸受ホイール実験装置（MBW)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MPC, USEF ○ ○
58 平成18年11月9-10日 磁気軸受ホイール実験装置（MBW)の電流センサレスパワーアンプ 第50回宇宙科学技術連合講演会 MPC, USEF ○ ○
59 平成18年11月9-10日 RF-MEMS実験装置(MEMS)の開発 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
60 平成18年11月9-10日 MEMSの宇宙機器適用に関する調査 第50回宇宙科学技術連合講演会 MELCO, USEF ○ ○
61 平成18年11月9-10日 次世代型小型電力増幅器(SSPA)用GaNの耐放射線試験結果 第50回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○

62 平成18年11月16日
Development and Result of Space Experiment for Lithium-Ion
Battery System

2006 NASA Aerospace Battery
Workshop

MELCO, USEF ○ ○

63 平成18年12月6日
半導体メモリに対する陽子誘起と重イオン誘起シングルイベントアップ
セットの相関性

日本原子力学会九州支部第25回研
究発表講演会

USEF ○ ○

64 平成18年12月18日
企業における研究の取り組みについて、システムと基礎研究（短時間
微小重力環境での液体供実験の実例）

室蘭工業大学地域共同研究開発セン
ターセミナー

IHI ○

65 平成18年12月
Solar Light-Shielding using a Nearly Half Sphere Lens for a Star
Sensor

Optical Engineering (SPIE)　45(12)
124403

MELCO, USEF ○

66 平成19年3月7日 衛星の軌道姿勢制御の最近の話題

日本航空宇宙学会北陸支部支部２０
周年記念講演会
第８回再使用型宇宙推進系シンポジ
ウム

MELCO ○ ○

67 平成19年2月
The Origin of Narrow Spikes enhanced by Electron Precipitation
under the Inner Radiation Belt

Earth, Planets and Space USEF ○

68 平成19年3月
Defocus Spot Measuring Technique for Ground-Based  Test of
Star Sensor

Optical Engineering（SPIE, USA) MELCO, USEF ○

69 平成19年5月
Precursor Electron Spikes under the Radiation Belt associated with
Earthquakes

日本地球惑星科学連合2007年大会 USEF ○

70 平成19年9月7日
陽子誘起と重イオン誘起シングルイベントアップセット断面積の相関
性

日本応用物理学会2007年秋季第68
回学術講演会

USEF ○

71 平成19年9月 スターセンサを用いた衛星姿勢および角速度推定とその軌道上実証
日本航空宇宙学会論文誌第55巻644
号2007年9月

MELCO, USEF ○

72 平成19年10月29-30日 COTS Parts Evaluation in SERVIS Project 
第20回マイクロエレクトロニクスワーク
ショップ＠筑波

USEF ○ ○

73 平成19年10月29-30日 RF-MEMS開発と宇宙機適用
第20回マイクロエレクトロニクスワーク
ショップ＠筑波

MELCO ○

74 平成19年10月29-31日 SERVISプロジェクトの現状 第51回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
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表３－１－３－Ｃ－２ 学会発表・論文等の状況 （４／４） 

  

No. 年月日 論文名 発表先 著者(組織) 口頭 論文

75 平成19年10月29-31日 民生部品のはんだ付け評価 第51回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○

76 平成19年11月 RF-MEMS for reconfigurable satellite antenna EuCAP2007（英国、エジンバラ） MELCO, USEF ○ ○

77 平成19年11月13日
The SERVIS Project -  SERVIS-1 Space Verification Results and
Future Step

2007　JUSTSAP　Symposium USEF ○

78 平成20年3月25日 SERVISプロジェクトにおける民生部品評価
信頼性・品質保証教育に関わる講演
(JAXA宇宙科学本部品質保証室）

USEF ○

79 平成20年度
Optical Testing of star sensor(1) - Defocus Spot Measuring
Tequnique for Graound Based Test-

Optical Review(日本光学会欧文論文
誌）

MELCO, USEF ○

80 平成20年度
Optical Testing of star sensor(II) - Alignment of satr sensor from
off-line pictures in orbit test -

Optical Review(日本光学会欧文論文
誌）

MELCO, USEF ○

81 平成20年4月～ 宇宙用リチウムイオン電池の衛星搭載の歴史 GSユアサホームページ GSユアサ
82 平成20年6月30日 人工衛星の開発 大阪大学 MELCO ○
83 平成20年7月30日 SERVISプロジェクトとUSEFの最近の取り組み 関西宇宙イニシアティブ＠大阪府大 USEF ○
84 平成20年10月1-5日 衛星搭載用大型リチウムイオン電池について 2008年国際航空宇宙展 GSユアサ

85 平成20年10月7日 Small Satellite for Practical Use
JAXA主催アジア太平洋地域宇宙機
関会議（APRSAF)　衛星協力第１回技
術ワークショップ

MELCO ○

86 平成20年11月5-7日 鉛フリー化民生部品のハンダ付け評価 第52回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
87 平成20年11月5-7日 SERVISプロジェクトの現状 第52回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○

88 平成20年11月5-7日
SERVIS-2搭載用自律フォールトトレラント計算機(CRAFT)およびリモー
トターミナル実験装置（PPRTU)の開発

第52回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○

89 平成20年11月5-7日 SERVISプロジェクトにおける民生部品評価 第52回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
90 平成21年3月1日 SERVIS衛星2号機 三菱電機技報 MELCO ○
91 平成21年3月1日 宇宙機械技術(磁気軸受ホイール) 三菱電機技報 MELCO ○
92 平成21年8月24日 民生部品・技術の宇宙への適用可能性 第10回九州宇宙環境技術交流会 USEF ○
93 平成21年9月9-11日 SERVISプロジェクトの現状 第53回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
94 平成21年9月9-11日 民生部品の保管条件とはんだ付け性に関する考察 第53回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
95 平成22年7月2日 ベーン式推薬タンクシステム(VTS)の開発と宇宙実証試験結果 IHI関連会社交流会（IHI横浜事業所） IHI ○

96 平成22年9月
Spacecraft Attitude and Body Rate Estimation with Four Star Sensor
Heads: Concepts and Ground and On-Orbit Verification Results

IFAC* Symposium on Automatic
Control in Aerospace

MELCO, USEF ○ ○

97 平成22年11月17-19日 民生部品のはんだ付けに関する考察 第54回宇宙科学技術連合講演会 NTSpace, USEF ○ ○
98 平成22年11月17-19日 SERVISプロジェクトの状況 第54回宇宙科学技術連合講演会 USEF ○ ○
99 平成23年1月1日 SERVIS-2打上げ 三菱電機技報 MELCO ○

100 平成23年1月1日 民生品を用いた高性能な地球観測を実現する基盤技術 三菱電機技報 MELCO ○
101 平成23年3月15日 宇宙推進系における気液二相流解析技術 日本混相流学会誌　混相流 IHI ○
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表３－１－３－Ｃ－３ 新聞報道状況 

 

 

No. 年月日 記　　事　　タ　　イ　　ト　　ル 報道機関名
1 平成18年3月3日 星の見え方で衛星の姿勢制御 日本経済新聞
2 平成18年3月3日 人工衛星の姿勢制御装置 日刊工業新聞
3 平成18年3月3日 星の見え方で姿勢制御 日経産業新聞
4 平成18年3月3日 星の位置で姿勢決定 電気新聞
5 平成18年3月3日 スターセンサ統合型衛星制御装置の性能確認 電波新聞
6 平成18年3月3日 新センサーで低コスト 化学工業日報
7 平成19年2月15日 宇宙環境信頼性実証システム(SERVIS2号機）打上ロケット選定について 経済産業省発表
8 平成19年2月19日 Rockot Chosen to loft SERVIS-2 Space News
9 平成19年5月4日 人工衛星部品で指針 日本経済新聞

10 平成19年8月24日 人工衛星開発 低コスト・短期間目指す 日本経済新聞
11 平成21年10月2日 宇宙実証衛星2号機 民生部品70種検証 日刊工業
12 平成22年6月2日 衛星2号機打上げ成功 日本経済新聞（夕刊）
13 平成22年6月3日 実証衛星2号機打ち上げ 日経産業新聞
14 平成22年6月3日 USEF　宇宙で安価部品試験　実証衛星打ち上げ成功 日刊工業新聞
15 平成22年6月6日 Japanese Test Satellite Launched Atop Rockot Space News
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３－２－Ｃ 目標の達成度 

 表３－２－Ｃ－１に、各々の目標に対する成果・達成度を示す。今回の中間評価で

はいずれの項目も目標を達成した。これらの結果より、事業終了時の目標を達成でき

る見通しを得た。 

 

表３－２－Ｃ－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 

（中間評価時点） 

成果 

（中間評価時点） 

達成

度 

① 民 生 部

品・民生技

術 の 極 限

環 境 適 用

技術 

衛星製造等に転用可能性を有す

る民生部品・民生技術に対し宇宙

等極限環境を模擬した地上模擬試

験を実施し、その試験結果から民

生部品・民生技術データベースを

構築する見通しを得る。ここにデー

タベースへの累積登録品種数は

200 品種以上とする。 

地上模擬試験を実施し、

その試験結果から民生

部品・民生技術データベ

ースを構築できる見込み

である。ここにデータベ

ースへの累積登録品種

数は 219 品種となった。 

 

 

 

達成 

民生部品・民生技術データベース

及びそれに基づき選定した民生部

品・民生技術の実証衛星 1 号機及

び 2 号機の宇宙実証試験のデータ

等に基づき、第二次の民生部品・

民生技術選定評価ガイドラインと

民生部品・民生技術適用設計ガイ

ドラインを構築する見通しを得る。

ここに実証衛星 2 号機への民生部

品・民生技術適用数は 30 品種以

上とする。 

第二次の民生部品・民

生技術選定評価ガイドラ

インと民生部品・民生技

術適用設計ガイドライン

を構築できる見込みであ

る。ここに実証衛星 2 号

機への民生部品・民生

技術適用数は 74 品種と

なった。 

 

 

 

 

達成 

② 極 限 環

境 で 使 用

す る 機 器

等 の 開 発

支援技術 

実証衛星開発への適用結果に基

づき、極限環境で使用する機器等

の設計の省力化、情報管理の迅

速化、製造・試験期間の短縮化に

関する効果を定量的に評価する見

通しを得る。 

設計の省力化、情報管

理の迅速化、製造・試験

期間の短縮化に関する

効果を定量的に評価し、

有意な効果を確認の見

込みである。 

 

 

達成 
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４－Ｃ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｃ 事業化の見通し 

（１）知的基盤の活用 

本研究開発の開始以来、これまでに 219 品種の民生部品・民生技術を試験し、極

限環境における機能についてのデータを「民生部品・民生技術データベース」として蓄

積した。また、これらの部品、技術を使用した衛星搭載機器を実証衛星 1 号機で９機

器、更に 2 号機でも９機器を開発して宇宙実証に供してきた。これらの成果を踏まえ

て民生部品・民生技術を衛星製造等に適用するための「民生部品・民生技術選定評

価ガイドライン」ならびに「民生部品・民生技術適用設計ガイドライン」は第二次案まで

策定できた。 

これらの知的基盤はいずれも我が国としては初めての成果である。これは我が国

宇宙産業界で早くから期待されていたものであり、民生部品・民生技術を宇宙に積極

的に利用して行くために必須のものである。更に、本知的基盤の確立により、衛星お

よび搭載機器の低コスト化、短納期化、高機能化、小型軽量化が進み、我が国の宇

宙産業界の国際競争力強化にも大いに役立つものである。 

これらのデータベースやガイドラインは、本研究開発に参画した衛星機器メーカで

は継続して活用しており、一般向けにも USEF のホームページで公開し、これまでに

31 の組織に利用されている。その中の例を以下に示す。 

 ・九州工業大学： 衛星用民生部品の試験技術開発、小型衛星開発に活用 

 ・JAXA（複数）： JAXA 衛星への民生部品適用、JAXA 委員会での参考等 

 ・（株）マイクロラボ： 衛星用送受信機開発に活用 

 ・MHI： 次期基幹ロケット開発の検討 

 

(２)実証衛星に搭載された機器実験装置の売り込み 

 実証衛星に搭載する実験装置を選定する際の判断基準の１つとして、開発担当企

業の戦略機器として単独でも販売可能な機器とし、計 18 機器を選定した。 

 現在、２機の実証衛星による軌道上実績をベースに、開発担当各企業により海外

の衛星メーカ等に販売活動を展開している。以下にその例を示す。これらは実証衛星

1 号機に搭載しバス化したものである。今後 2 号機の成果を反映してより多くの機器

の販売ができるものと期待されている。 

 ・リチウムイオンバッテリ（LIB）： 世界でのシェアの約３５％を確保 

 ・次世代パドル駆動機構（APDM）： JAXA 衛星に５台採用または運用 

 ・統合電力制御装置（PCDS）： ASNARO 電源系に採用済 

 

（３）低コスト衛星バス構築と売り込み 

本研究開発により、衛星バスの低コスト化を実現する方策が得られた。 

本研究開発においては、まず実証衛星１号機のバス部に、先行する次世代型無人

宇宙実験システム（USERS）のサービスモジュール（SEM）を適用した。そして低コスト
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で高機能な実験装置を搭載して宇宙実証を行い、その成果を反映して 2 号機のバス

機器として採用した。次に、実証衛星 2 号機に搭載した実験装置を将来の衛星バス

に適用して行くことにより更にコストが低減できる。これらの民生部品・民生技術を適

用した低コスト化に加え、本研究開発において開発した開発支援システムの適用等

により、実証衛星の製造費、資材費、管理費も低減できた。 

これらの成果により、実証衛星 1 号機及び 2 号機と同規模（500～1500kg）の将来

衛星バスのリカリングコストは半減できる見通しが得られた。以上により、衛星バスの

世界市場での売り込みも期待できる。 

 

（４）開発支援技術 

本研究開発にて開発した開発支援技術は、我が国の主要な宇宙関連企業間にお

いて、インタフェース部分の共通化を図り、3次元CADソフトもデファクトスタンダードと

なりつつあるソフトに統一し、インターネットを使用した電子的情報交換システムを確

立した。この開発支援システムを実証衛星等の開発に適用することにより、効率的な

開発が行えることが確認できた。 

本システムは、他の衛星機器開発への適用が見込まれ、我が国の宇宙産業界の

国際競争力強化につながることが期待できる。 

 

 

４－２－Ｃ 波及効果 

放射線耐性を持つ民生部品・民生技術のデータベースおよびそれを選定・利用す

るためのガイドラインは、宇宙関連機器への適用にとどまらず石油掘削装置、原子力

関連設備等への波及効果が期待できるため、これら我が国関連企業等へのデータベ

ース等の提示も行っている。 

 

当初想定していなかった波及効果として、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本

大震災とその後の大津波により福島第一原子力発電所が被災したことへの対応があ

る。人が近づけない放射線量の中で、発電所内で稼働するロボットを製作する際の

民生部品選定において、本研究開発で構築した民生部品・民生技術データベース、

ガイドライン等を適用できるか検討を行った。 

その結果、現状設計のロボット等に対してはデータベースが比較的古くなっている

ことからそのまま使用できる部品は尐ないが、本研究開発で作成した放射線耐性予

測関係式により目安を得ることは可能である。また、再設計を行う場合は、民生部品・

民生技術選定評価ガイドラインによる部品の選定、また民生部品評価試験条件書に

よる試験条件の設定を行うことができる。更に、民生部品・民生技術適用設計ガイド

ラインにより回路設計等を行うことが可能である。  
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５－Ｃ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｃ 研究開発計画 

研究開発計画開始の平成 11 年度から平成 22 年度までの計画と実績を図５－１－

Ｃ－１に示す。 

①民生部品・民生技術の極限環境適用技術の研究開発項目の構成は次の通り。 

（１）地上模擬試験 

（２）宇宙実証試験 

a)実験装置（各々の実証衛星に搭載） 

b)実証衛星（1 号機、2 号機、3 号機） 

（３）ガイドライン策定 

   ・民生部品・民生技術データベース 

   ・民生部品・民生技術選定評価ガイドライン 

   ・民生部品・民生技術適用設計ガイドライン 

 

図５－１－Ｃ－１の下から 2 段目に示されるように、（１）地上模擬試験と（３）ガイド

ライン策定は平成 11 年度より開始した。データベースは地上模擬試験の結果を順次

反映して蓄積してきた。また、（２）宇宙実証試験での成果を反映してガイドラインを構

築してきた。平成 19 年に第一次のデータベース、ガイドラインを構築後、引き続き第

二次のデータベース、ガイドラインを構築している。 

（２）宇宙実証試験は大きく a)実験装置と b)実証衛星から成る。実験装置は基本的

に実証衛星に搭載し宇宙実証することから並行して開発されたことが図に示される。

実証衛星 1 号機はほぼ当初計画通りに打上げられ実証が行われたが、2 号機の打

上げ機は既述のように当初前提とした GX からロコットに変更されたことで遅延した。

変更された後もロケット側の都合で打上げが延期となったことから、計画されていた

実証時期が当初計画から遅れることとなった。しかし、宇宙実証自体は順調に進めら

れ、所期の成果は得られる見込みである。 

 

②極限環境で使用する機器等の開発支援技術は図５－１－Ｃ－１の最後の段に

示されるが、平成 11 年度より開発支援システムとして開発され、計画通り平成 12 年

度に完了した。その後は①の開発・運用に継続して適用された。 

 



C-36 

  

図５－１－Ｃ－１ 研究開発計画 

　　1999年度 　　2000年度 　　2001年度 　　2002年度 　　2003年度 　　2004年度 　　2005年度 　　2006年度 　　2007年度 　　2008年度 　　2009年度 　　2010年度

実証衛星1号機
     ▽        ▽   ▽----------▽ ▽ ▽

     ▽   SRR      PDR  CDR PSR  #1打上(10/30)
開発開始 ▽

#1打上げ機選定
 実証衛星2号機

     ▽      ▽    ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
開発開始   SRR PDR CDR #2打上げ機選定 PSR  #2打上（6/2）

マイルストン
      実験装置#1 　   ▽-▽ ▽-▽      ▽

     ▽      PDR  CDR   PSR
開発開始

実験装置#2      ▽    ▽-▽             ▽-▽    ▽
開発開始 　  PDR CDR  PSR（11～12月）

実証衛星3号機
    ▽

開発開始
         

［１号機］

   設計  製造 試験 試験 　　運用
電気噛合せ試験（4月～6月）

　               ［２号機］
実証衛星 設計 製造 製造・試験・一部保管 保管・点検 運用

SyS Int. Sys　PFT 射場作業

［3号機］
設計

［１号機］

   設計 　製造 　試験
実験装置

　　　      　　［２号機］
概念設計 設計 製造 試験・一部保管 保管・保管後点検

［3号機］
設計

地上模擬試験
ガイドライン策定

開発支援システム
　　システム設計 開発・試験・評価 運用・評価

(H13年度) (H14年度) (H15年度) (H16年度) (H17年度) (H18年度) (H19年度) (H20年度) (H21年度) (H22年度)(H11年度) (H12年度)
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５－２－Ｃ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

 本研究開発は NEDO が基本計画を策定して平成 11 年度に公募を行い、選定審査

手続きを経て委託先として（財）無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF）が選定

された。NEDO は USEF の協力を得て本研究開発の運営管理を行ない、USEF は本研

究開発の研究主体として目標に向かって我が国宇宙産業界を束ね、リードする形で

研究開発の推進にあたっている。その際、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトー

プセンター、早稲田大学理工学総合研究センター、及び九州大学大学院総合理工学

研究院と共同実施することにより、研究開発の効率的推進を図った。 

なお、実証衛星 3 号機等の開発は、新たに平成 22 年度に NEDO により公募が行

われ、選定審査手続きを経て USEF 及び日本電気（株）（NEC）が共同実施者として選

定され研究開発を開始した。 

 

本研究開発の全体の実施体制を図５－２－Ｃ－１a（実証衛星 1 号機及び 2 号機の

開発等）及び図５－２－Ｃ－１b（実証衛星 3 号機等の開発）に示す。 

委託先である USEF の実施体制を図５－２－Ｃ－２に、また NEC の実施体制を図５

－２－Ｃ－３に示す。更に、USEF の共同実施先の実施体制を図５－２－Ｃ－４a（実証

衛星 1 号機及び 2 号機の開発等）及び図５－２－Ｃ－４b（実証衛星 3 号機等の開発）

に示す。但し、図５－２－Ｃ－４b は平成 23 年度以降の計画であり、平成 22 年度では

共同実施はなく対象外となる。 
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図５－２－Ｃ－１a 本研究開発の実施体制 (実証衛星 1 号機及び 2 号機の開発等) 

共 
 

同 
 

実 
 

施 

委託 

ＮＥＤＯ

 
 

国 

開発支援 

システム製作 

 

三菱電機（株） 

富士通（株） 

 

 

実証衛星の 

打上げ 

 

Eurockot 

請負 

宇宙実証試験における 

・実証衛星の製作 

・実験装置等の製作 

・運用管制システムの製作等 

・実証衛星の運用・実験支援 

 

三菱電機（株） 

ＮＥＣ（株） 

石川島播磨重工業(株) 

三菱重工業（株） 

（株）IHI ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ 

三菱プレシジョン（株） 

富士通（株） 

財団法人 無人宇宙実験システム 

研究開発機構（USEF） 

 

研究開発項目①に係る研究開発 

（１）地上模擬試験 

（２）宇宙実証試験 

（３）ガイドライン策定 

研究開発項目②に係る研究開発 

開発支援技術開発 

地上模擬試験における 

・試験データ取得・整理 

 

三菱電機（株） 

ＮＥＣ（株） 

三菱重工業（株） 

（株）IHI ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ 

三菱プレシジョン（株） 

ｷｰｳｪｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株） 

実証衛星の 

追跡管制 

 

JAXA 

東北大学 

放射線耐性予測

に関する基礎実

験 

早稲田大学 

宇宙放射線環境

予測精度の向上 

九州大学 

相関関係式の導出 



C-39 

  

共 
 

同 
 

実 
 

施 

委託 

ＮＥＤＯ

 
 

国 

ガイドライン改定における 

・計画・維持等の支援 

 

担当各社 

宇宙実証試験における 

・衛星システム設計等 

 

担当各社 

請負 

宇宙実証試験における 

・実験装置の開発等 

 

三菱重工業（株） 

三菱プレシジョン（株） 

ＮＥＣ（株） 

他 

日本電気株式会社（NEC） 

 

研究開発項目①に係る研究開発 

（２）宇宙実証試験 

  ・実証衛星 3 号機 

  ・環境計測装置 

財団法人 無人宇宙実験システム 

研究開発機構（USEF） 

 

研究開発項目①に係る研究開発 

（１）地上模擬試験 

（２）宇宙実証試験 

  ・実験装置 

（３）ガイドライン改定 

地上模擬試験における 

・民生部品選定・試験等 

 

担当各社 

東北大学 

放射線試験 

JAXA 

グリーンプロペラント

推進系研究開発 

請負 

図５－２－Ｃ－１b 本研究開発の実施体制 (実証衛星 3 号機等の開発) 

(H23 年度以降) 

(H22 年度のみ、 

H23 年度より METI) 
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理事長 

副理事長 

専務理事 

技術担当理事 

 
事務局長 

  
事務管理本部   

   

          

      グループマネージャー 

（総務業務担当） 

 

       

         （人事、給与、物品等の発注、調達等） 

       グループマネージャー 

（経理業務担当） 

 

        

         （予算、決算、金銭出納、事業契約等） 

           

     
技術本部   

     

           

       グループマネージャー 

（企画業務担当） 

 

        

         （長期計画、新規事業計画立案、開発管理の効率化等） 

       グループマネージャー 

（調査研究業務担当） 

 

        

         （無人宇宙実験システムの調査研究、普及啓発等） 

       グループマネージャー 

（SERVIS 事業担当） 

 

        

         （SERVIS プロジェクトの研究開発業務） 

       グループマネージャー 

（部品技術・MEMS 事業担当） 

 

        

         （民生部品・技術の宇宙転用促進） 

       グループマネージャー 

（運用管制事業担当） 

 

        

         （運用管制システムの研究開発、運用、衛星の運用） 

       総括主任研究員 

（研究開発業務担当） 

 

        

        

図５－２－Ｃ－２ USEF 実施体制 
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図５－２－Ｃ－３ NEC 実施体制 
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宇 宙 シ ス テ ム

事業部 

計画部 

宇宙システム部 

(研究開発を担当) 

独立技術評価室 

(研究開発を担当) 

宇宙・防衛営業

本部 

第二宇宙営業部 

契約窓口担当 

社会インフラソリュー

ション企画本部 経理

部 

営業ビジネスユニ

ット 
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九州大学 

 

  ［注］ *) SEU：Single Event Upset 

 

図５－２－Ｃ－４a 共同実施先の実施体制(実証衛星 1 号機及び 2 号機の開発等) 
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セ
ン
タ
ー
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 研究部 

放射線耐性予測に関する基礎実験 

（照射装置の整備、放射線照射基礎実験等） 

 

理
工
学
総
合
研
究 

 

セ
ン
タ
ー
長 

 

学
長  研究部 

宇宙放射線環境予測精度の向上 

 事務部 

契約、経理、人事等 

早稲田大学 

東北大学 
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ＪＡＸＡ （H23 年度以降計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－Ｃ－４b 共同実施先の実施体制 (実証衛星 3 号機等の開発) 
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 研究部 

放射線照射実験等 

東北大学 （H23 年度以降計画） 

理事長 

副理事長 

理事・監事 

執行役 

小型科学衛星プロジェクトチーム 

科学推進部 研究教育支援課 

宇宙科学研究所 
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USEFにおける研究開発を確実に推進するために、外部有識者からなるSERVIS技

術委員会を組織し、定期的にまた必要時に技術的助言を受けて研究開発に反映して

いる。本技術委員会には、専門的事項を審議するために、宇宙機システム小委員会、

実験機器小委員会、運用システム小委員会、民生部品・技術小委員会、開発支援シ

ステム小委員会の５小委員会を設けた。なお、システムの開発が完了した平成 12 年

度で開発支援システム小委員会は廃止し、現在は４小委員会となっている。 

技術委員会の組織を図５－２－Ｃ－５に示す。 

 

 

 

                        委員長： 槙野名誉教授 

 

 

                        小委員長： 槙野名誉教授 

 

 

                        小委員長： 中須賀教授 

 

 

                        小委員長： 佐々木教授 

 

 

                        小委員長： 槙野名誉教授 

 

                             （平成 12 年度まで） 

                        小委員長： 工藤教授（当時） 

 

 

図５－２－Ｃ－５ SERVIS 技術委員会の組織構成 

 

  

宇宙機システム小委員会 

SERVIS 技術委員会 

実験機器小委員会 

運用システム小委員会 

民生部品・技術小委員会 

開発支援システム小委員会 
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５－３－Ｃ 資金配分 

 

本研究開発全体の資金配分を、実証衛星 1 号機、2 号機及び 3 号機分（平成 22

年度）について平成 16 年度から平成 22 年度まで表５－３－Ｃ－１に示す。この表で

は、当初予算を示している。 

 

表５－３－Ｃ－１ 全体の資金配分 

 

年度 H16fy H17fy H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 

当初

予算 
2,779 2,460 2,200 600 490 900 400 

 

次に、①民生部品・民生技術の極限環境適用技術、及び②極限環境で使用する

機器等の開発支援技術の各研究開発項目の内訳の実績を実証衛星 1 号機、2 号機

及び 3 号機分について表５－３－Ｃ－２に示す。①は大きく地上模擬試験、宇宙実証

試験、ガイドライン策定に分かれるため、この３項目についての資金配分を示す。②

は開発支援技術の 1 項目である。 

 

表５－３－Ｃ－２ 各研究開発項目の資金配分 

（単位：百万円） H16fy H17fy H18fy H19fy H20fy H21fy H22fy 

①地上模擬試験 165 250 256 52 8 0 16 

①宇宙実証試験 2,353 1,148 2,554 2,054 458 188 557 

①ガイドライン策定 20 20 20 20 20 66 230 

②開発支援技術 65 36 34 7 4 4 4 

総 額 2,603 1,454 2,864 2,133 490 258 807 

  



C-46 

５－４－Ｃ 費用対効果 

 （１）知的基盤による効果 

本研究開発で構築された民生部品・民生技術データベース、民生部品・民生技術

選定評価ガイドライン、民生部品・民生技術適用設計ガイドラインは我が国で初めて

構築された知的基盤であり、本研究開発に参画した企業等では継続して活用されて

いる。更に、平成 19 年に公開されて以降は、これから宇宙に参画しようとしている中

小の企業や大学等においても大いに役立っている。これらの定量的効果は明確化で

きないが、我が国の宇宙産業の底上げと裾野拡大に貢献している。 

 

（２）実験装置をベースとした先端的バス機器の販売 

実証衛星 1 号機で宇宙実証された実験装置の 1 つである LIB（リチウムイオンバッ

テリ）は開発企業により世界市場での販売がなされており、約 35％のシェアを獲得し

ている。売り上げは年間数十億円のレベルである。 

1号機の成果を受けたその他の先端的バス機器の販売に加え、実証衛星 2号機に

搭載の実験装置についても宇宙実証成果も計画通りに得られる見込みであり、これ

らも今後の世界市場での販売が期待できる。 

 

（３）衛星バスの低コスト化 

衛星バスについては、本研究開発の成果として低コスト化の見込みが得られてい

る。今回の実証衛星と同程度の規模（500～1500kg クラス）の衛星バスの場合、将来

のリカリング販売においては現状の半額程度とできる見込みである。 

 

 

５－５－Ｃ 変化への対応 

 

（１）世界市場変化への対応 

本研究開発を開始した平成 11 年時点では、宇宙機器産業の観点では欧米と日本

しか念頭になく、日本企業が欧米に勝ることを中心として考えていた。即ち、欧米企業

の製品に対して低コスト化、短納期化、高機能化を図ればこれを凌駕できることを想

定していた。 

しかし、最近は中国、インド、韓国等の台頭、更に欧米企業の新興国市場への進

出を受けて国際競争は激しさを増しており、これに勝ち抜くためには、日々進歩する

最新の民生部品・民生技術を適用することが重要となっている。 

このため、平成 22 年度から実証衛星 3 号機の開発に着手することにより、日々進

歩する最新の民生部品・民生技術の地上模擬試験及び宇宙実証試験を継続し、デ

ータベース、ガイドライン等の最新化を図って行く。これにより、実証衛星についても

我が国が現在保持していない量産化を志向する 100kg 級小型衛星バスを開発し、新

興国への輸出も含めて世界市場での競争力の確保を目指すこととした。 
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（２）過去の中間評価への対応 

平成 16 年度に NEDO において中間評価を実施した。結論としては中間目標を達成

したことが確認された（２－３－Ｃの［注］参照）。そのときの提言を以下に示す。 

 

1)本プロジェクトの意義と目標について検討を深め、わが国の宇宙開発利用の中

核的存在である JAXA との間で、成果の情報交換や連携を進めるのが望ましい。

このことにより、低コスト衛星バス開発・製造の具体的道筋の立案・施策も含め、

本プロジェクトのより一層の発展が期待でき、わが国の宇宙産業基盤の強化と

産業規模の拡大に繋がると考えられる。 

2)従来から航空機・宇宙機の設計において用いられている MIL 規格（米国軍用規

格及び標準）は製品の高コスト・長納期化の要因となっていること、および、今後

その使用の適用は縮小される方向にあることも考慮すると、本プロジェクトにお

いて宇宙環境で用いる民生部品・技術のデータベースを作成することは、日本

の電子産業に貢献する。このことによって、適切な信頼度評価体制によるシステ

ム設計やコンポーネント単位での民生部品・技術を利用してコストダウンを図る

ことが望ましい。 

3)MIL 規格に代わる民生部品・技術のデータベースを作成できれば、それを国際標

準の作成に繋げていくことができる。このような国際標準の作成は、民生部品の

宇宙応用可能性を示すだけではなく、日本の先導的技術で世界を主導する技術

戦略的意義が大きく、是非とも推進すべきである。 

4)知的基盤充実に関して宇宙関連産業への積極的普及啓発を行うことにより、宇

宙産業の裾野の拡大を図るのが望ましい。 

5)プロジェクト終了後も民生部品・技術の更新が継続的に行われることを考えれば、

知見の蓄積を続けてゆくことこそ意味があり、産学官の協力により、小規模でも

良いからこのような取り組みを継続する方策を考えていくべきである。 

 

以上の内 1)～4)の提言について、いずれも平成 16 年度の中間評価よりこれまでに

対応してきており、下記に示す。なお、5)については終了後が対象であり適用外であ

るが、現時点でも上記のように実証衛星 3 号機を新たに開発することにより継続を図

っている。 

JAXA との間での成果の情報交換や連携については、SERVIS 技術委員会に

JAXA のメンバーが入ることで連携を行い、また定期的に報告会等で交流を図ってい

る。更に、第一次の民生部品・民生技術選定評価ガイドライン、及び適用設計ガイド

ラインを JAXA 研究開発本部と安全・信頼性推進部に提供し活用されている。 

適切な信頼度評価体制によるシステム設計やコンポーネント単位での民生部品・

技術を利用してコストダウンを図ることについては、引き続き検討を実施しており、今

後もこれを継続して最終成果につなげる計画である。 

国際標準の作成については、国内関連機関及び企業の代表者で構成するワーキ
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ンググループにより民生部品の衛星利用に係る規格の ISO 規格候補案を作成し提出

した。また本研究開発での実験装置の１つであるリチウムイオンバッテリについて、国

際標準化の活動を実施している。 

知的基盤充実に関しての宇宙関連産業への積極的普及啓発については、成果の

学会等での発表を積極的に行っている。また、実証衛星 3 号機の開発において中小

の企業に裾野を広げる等により普及啓発を図る所存である。 
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Ｄ 石油資源遠隔探知技術の研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人資源・環境観測解析センター（ERSDAC） 

独立行政法人産業技術総合研究所（AIST） 
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１－D 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－D 事業の目的 

 石油等の資源に恵まれない我が国において、その安定供給の確保を図ることは、

国民の安全・安心な生活の実現及び産業インフラの確保の観点から、国家基盤とし

て必須の重要課題である。 

 衛星を活用したリモートセンシング（遠隔探知）技術には、（１）産油国との調整を経

ずに、開発の有望性に関する評価が可能、（２）一度に広範囲の地域の分析が可能、

（３）立入りが困難な地域の分析が可能、等の利点がある。 

欧米等の先進諸国においても地球観測のための大規模プロジェクトが競うように

進行しており、メジャーにおいても、鉱区取得・権益確保のためには、衛星画像データ

を用いて地質構造分析を行い、大きな判断材料としている。 

 我が国においては、地球資源衛星１号（ＪＥＲＳ－１）が初の資源探査用衛星として

ＯＰＳ（光学センサ）及びＳＡＲ（レーダセンサ）を搭載し運用（1992 年～1998 年）されて

いたが、その開発成果を活かし、高性能化・高機能化を図った後継機の開発が望ま

れていた。 

 このような状況の中、本事業においては、「E．極軌道プラットフォーム搭載用資源探

査観測システムの研究開発／次世代合成開口レーダ等の研究開発」において開発さ

れたＡＳＴＥＲ（光学センサ）及びＰＡＬＳＡＲ（レーダセンサ）より取得されたデータの品

質管理及び地上システムの運用を行うとともに、これらのデータを活用し、石油資源

探査を効率的かつ精度よく実施するための利用技術開発を実施する。 

  

「極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム（ASTER）」 

（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer） 

・光学センサ（以下の３つのセンサを搭載） 

  可視近赤外放射計（VNIR：Visible and Near Infrared Radiometer） 

  短波長赤外放射計（SWIR：Short Wave Infrared Radiometer） 

  熱赤外放射計（TIR：Thermal Infrared Radiometer） 

・平成 11 年 12 月 18 日打上げ（現在も運用中） 

・米国ＮＡＳＡの衛星 Terra に搭載 

 

「次世代合成開口レーダ（PALSAR）」 

 ＜正式名称は、フェーズドアレイ方式 L バンド合成開口レーダ＞ 

（Phased Array type Ｌ-band Synthetic Aperture Radar） 

・レーダセンサ（L バンド合成開口レーダ） 

・平成 18 年 1 月 24 日打上げ（平成 23 年 5 月 12 日運用終了） 

・JAXA の衛星だいち（ALOS：Advanced Ｌand Observation Sateｌｌite）に搭載。 

・電子機器部を開発 

（アンテナ構造系については、科学技術庁／宇宙開発事業団（当時）が開発） 
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１－２－D 政策的位置づけ 

（１）事業の科学的・技術的意義 

世界の堆積盆地を対象に、石油を貯める地質構造と岩石分布の情報を入手して、

石油資源の探査から操業までを安全に効率的かつ精度よく行うためには、衛星デー

タの利用が有益であり、それに適合した高信頼・長寿命な衛星搭載用観測センサの

開発が必須になる。 

 

（２）社会的・経済的意義 

衛星搭載用センサを開発することにより、世界に対して我が国の工業技術の高さ

を示す機会になる。また、人工衛星から得られる観測データを用いたリモートセンシン

グ（遠隔探知）技術の高度化は、効率的な石油資源探査を可能とし、その経済的意

義は高い。加えて、近年、資源保有国へのリモートセンシングに関する技術移転は、

資源外交において重要な交渉材料となっている。 

なお、宇宙基本法（平成 20 年法律第 43 号）及び宇宙基本計画（平成 21 年 6 月 2

日宇宙開発戦略本部決定）においては、資源・エネルギー供給の円滑化を含む宇宙

開発利用の推進が謳われている。また、リモートセンシング技術は、資源探査以外の

分野にも応用の可能性があり、本事業において開発されたセンサによって取得され

たデータの解析技術向上により、さらなる波及効果が見込まれる。 

  

（３）国民や社会のニーズ 

 エネルギー需要は年々増大しており、石油資源の消費もそれにともなって増加して

いる。このまま進めば石油資源の枯渇も懸念されており、国として新たな石油資源の

探査開発と、安定確保を図る施策が必須となる。 

 エネルギー基本計画（平成 22 年 6 月）においては、2030 年までに、我が国の石油

及び天然ガスを合わせた自主開発比率を 40％以上まで引き上げることを目標として

おり、本事業の成果を活用し、石油資源開発を効率的に進めていく必要がある。 

 また、今後の石油資源探査は地理的に不利なところが中心となるため、探査地域

の基礎情報（広域地質・地質構造に関する情報）の把握、現地調査計画の策定、試

掘位置の決定、補給ルートの把握等について、衛星データはその威力を発揮する。 

 

１－３－D 国の関与の必要性 

我が国のエネルギー政策上必要不可欠である、石油資源の安定供給の確保のた

めには、上述のとおり、衛星データの利用が効果的である。しかしながら、探査・開発

から操業までの期間は長期間を要し、一企業が衛星の開発・運用、取得されたデータ

の解析等を実施することは、非常にリスクが高い。 

したがって、世界的に激化している資源開発競争の中にあっては、国が率先して、

リモートセンシング技術の高度化を推し進め、石油資源開発に資する基盤技術を確

立することが重要である。 
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２－D 研究開発目標 

２－１－D 研究開発目標 

本事業は、以下の２つの業務に大別される。 

（１）人工衛星から取得される画像データを用いて、石油ガス資源探鉱の効率化、権

益確保のための事前情報取得など、石油ガス資源の安定供給確保に貢献でき

る衛星データ利用技術開発を行う業務（以下、「利用技術開発」と称す）。 

（２）経済産業省が開発・運用を行う ASTER 及び PALSAR データの品質管理並びに

同観測データの地上システムの運用を行う業務（以下、「衛星データ品質管理・

地上システム運用」と称す）。 

 

それぞれの業務における目標は以下の通りである。 

（１）「利用技術開発」においては、石油ガス開発企業等がこれらの利用研究成果及

び衛星データを実際の資源探鉱活動等に活用することができるように、衛星画像

データの解析アルゴリズム開発や資源の賦存形態に応じた利用手法の確立、地

質・資源情報マップ整備等を進める。 

（２）「衛星データ品質管理・地上システム運用」においては、品質が保証された衛星

データをユーザに対して安定的に提供を行う。 

 

２－２－D 全体の目標設定 

（１）利用技術開発 

「利用技術開発」については、石油ガス鉱床のタイプや地表状況に応じた衛星デー

タ利用手法を確立し、石油ガス開発企業等の探鉱活動に活用されることであり、利用

技術の開発と資源有望地を対象とした検証により利用手法を確立する。さらに、衛星

データから抽出される地質・資源情報を利用しやすい形式での整備、及び解析アル

ゴリズム開発を行う。 

これらの達成度を評価する指標としては、利用研究事例数、広域地質・資源情報

マップの完成度、及び解析アルゴリズムの実用化件数とする。 



D-5 

表２－２－D－１ 全体の目標（利用技術開発） 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

目標： 

石油ガス鉱床タイプや地表

状況等に応じた資源探査利用

手法を確立し、石油ガス開発

企業等の探鉱活動に活用され

ること。 

 

 

 

 

 

 

指標： 

研究事例数、広域地質・資

源情報マップ完成度、及び解

析アルゴリズム実用件数とす

る。 

目標： 

国内資源開発企業のニーズの高

い石油ガス鉱床タイプの事例研究を

それぞれ１件以上実施し、利用手法

の確立・検証を行うとともに、新たな

ニーズへの対応として利用可能性を

検討する。さらに、広域・グローバル

地質・資源情報として３つのマップの

改良・整備、及び SAR を中心とした

解析アルゴリズム開発を５件以上実

施する。 

 

指標： 

資源分野のタイプ別事例、地質・

資源情報マップの精度向上、完了地

域数・コンテンツ数、及び解析アルゴ

リズム件数とする。 

ASTER 及び PALSAR センサは資源

探査への利用を目的として設計・開発さ

れており、国内資源企業による実利用

推進により、石油ガス資源の安定供給

確保に貢献することが最終目標であ

る。利用手法の確立は、国内資源開発

企業のニーズが高いものを網羅すると

ともに、ニーズの変化に柔軟に対応す

る必要がある。さらに、より利用しやす

い形式で広域の地質・資源情報整備を

行うことが利用機会の増進に役立つ。 

また、前回の中間評価における指摘

もあり、様々な分野における衛星データ

利用推進のために、特に SAR を中心と

して衛星データの利用効果が高いと考

えられる地球環境・温暖化に係る衛星

データ解析アルゴリズムの開発に重点

を置く。 

 

 

（２） 衛星データ品質管理・地上システム運用 

「衛星データ品質管理・地上システム運用」については、衛星データ提供期間中

（衛星運用終了後も含めて）において、ユーザに対して品質の保証された衛星データ

及び標準処理・高次処理プロダクトをタイムリーに提供することを全体目標とする。そ

の達成度を評価するものとして、定められた精度(幾何精度、放射量精度など)の維

持・確保、効率的な観測計画の作成、次世代のシステム構築を含めたデータ処理・保

存・配付の安定的運用等の目標数値の達成度とする。なお、これらの項目について

は、外部委員会（ASTER では日米 ASTER サイエンスチーム会議を含む）においても

技術的検討を実施している。 
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表２－２－D－２ 全体の目標（衛星データ品質保証・地上システム運用） 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

目標： 

衛星データ提供期間中（衛星運

用停止後も含む）において、ユー

ザに対して品質の保証された衛星

データ及び付加価値プロダクトを

タイムリーに提供することを全体

目標とする。 

指標： 

定められた精度の維持・確保

や、地上システム運用の数値目標

の達成度とする。 

目標： 

定められた精度(幾何精度、放射量

精度など)が期間中に確保できること、

データ処理・保存・配付の目標シーン

数を達成し、システムの安定運用する

こと、及び、次世代地上システムを想

定した研究をすすめること。 

指標： 

定められた精度の維持・確保や、地

上システム運用の数値目標の達成度

とする。 

資源分野を含む衛星データ利

用ユーザに対して十分な品質・精

度を有するデータを遅滞なく、か

つ長期継続的に提供することが

衛星運用機関の業務として必須

な事項であり、データ利用促進や

その事業化に重要であるため。 

 

２－３－D 個別要素技術の目標設定 

（１） 利用技術開発 

利用技術開発では、３つの個別要素技術を設定した。 

①石油ガス探査利用手法確立 

石油ガス鉱床の構造・地表状況に応じた衛星データ利用技術を確立するとともに、

新たなニーズへの柔軟な対応を行う。 

石油・天然ガス鉱床は、図２－３－D－１に示す石油ガスを地中に貯めるトラップ構

造で分類される。また衛星データは地表の被覆状況により適用するデータの種類や

その解析手法が異なることから、これらの各種条件を網羅した利用手法を確立するこ

とを最終目標とする。そのために、表２－３－D－１に示すユーザ要望と衛星データ利

用可能性を表にしてとりまとめ、各項目の達成に必要な研究事例数（対象地域）の目

標を設定した。また、石油ガス探鉱の対象や衛星データから得られる情報の利用対

象は昨今大きく変化してきていることもあり、近年注目をあびている非在来型資源1を

対象とする研究等を含めた新たな目標設定を追加した（表２－３－D－２）。 

各項目の利用手法確立において必要と考えられる研究事例数は、例えば半乾燥

／露岩地域では衛星データ活用効果は期待できるが、現段階では探鉱ポテンシャル

が低い、または鉱区獲得機会が尐ない（例えば外国に鉱区を開放していない）等を考

慮して設定した。ニーズの高い項目については、利用する衛星データの種類、融合処

理方法等の適用を行い、手法の汎用性や頑健性を得るために複数地域の事例によ

り技術を確立する。 

                                                   
1 非在来型資源：シェールガス、オイルサンド、コールベッドメタン（CBM）など、通常の油ガス田以外から開発され

る石油・天然ガスのことを指す。 
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図２－３－D－１ 石油ガス貯留構造の模式図 

 

表２－３－D－１ 

トラップ構造と地表状況に関する資源ユーザ要望と衛星データ利用可能性及び研究事例目標数 

トラップ  植生（湿潤） 半植生（半乾燥） 露岩（乾燥） 

 

背斜トラップ 

利用者要望 大（特にアジア） 小（地域狭） 大（世界・広域） 

利用可能性 中 大 大 

研究事例目標 ５地域以上 ２地域以上 １０地域以上 

 

断層トラップ 

利用者要望 中 小 中 

利用可能性 中 大 中 

研究事例目標 ３地域以上 １地域以上 ５地域以上 

その他（層位、不整

合、礁トラップ等） 

利用者要望 中 小 中 

利用可能性 中 大 大 

研究事例目標 ３地域以上 １地域以上 １地域以上 

 

表２－３－D－２ 資源ニーズを踏まえた新たな目標 

テーマ／技術   

非在来型資源 

CBM/オイルサンド/シュールガス 

利用者要望 CBM：大／オイルサンド：中／シェールガス：大 

研究事例目標 ２地域以上 

大規模油田生産量監視技術 利用者要望 大 

研究事例目標 手法確立後、世界の上位１０油田の継続監視 

開発時の環境監視技術 利用者要望 大 

研究事例目標 ２地域以上 

背斜 断層 

層位 岩塩ドーム 不整合 
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中間評価対象期間では、上記目標のうち国内資源開発企業ニーズを反映して、利

用手法の事例研究として、背斜トラップ／植生、断層トラップ／植生、背斜トラップ／

露岩、及び断層トラップ／露岩の各タイプの事例研究を１地域以上実施し、利用手法

の検証を行うこと、さらに新たなニーズへの対応として、非在来型資源への利用研究

を２地域以上、大規模油田生産監視技術の開発を１件以上行い、衛星データの利用

可能性を確認することを目標とする。なお、これらの利用研究の成果が、企業の資源

探鉱においてどの程度利用されているかについては適宜ヒアリング調査等を実施し、

利用状況を確認する。 

 

②広域地質・資源情報マップ整備 

衛星データから得られる地質・資源情報を、より利用しやすい形式に加工・整備し

た広域またはグローバルな地質・資源情報マップやその統合利用システムを開発す

る。 

中間評価期間における研究目標としては、以下の３項目とする。 

（ア）全球の数値標高データとして平成 19 年度までに開発した ASTER GDEM Ver.1

の高精度版（Ver.2）を整備すること 

（イ）世界の主だった海上の油徴オイルスリック2のスクリーニングを行い、今後の詳

細なマッピングの準備を行うこと 

（ウ）東アジアを主として時系列衛星データセット、堆積岩区分システム、地質情報

等のコンテンツ整備及び統合化システムを開発すること 

 

③解析アルゴリズム開発 

資源分野を含む様々な分野における衛星データ利用促進のため、衛星の利用効

果の高い分野における情報抽出技術を確立することを最終目標とする。 

中間評価期間においては、前回の中間評価における指摘事項、「資源分野以外の

衛星データ利用促進も進めるべき」に対応するよう、また光学センサに比べて利用が

進んでいない SAR データの解析アルゴリズム開発に重点をおき、下記に示す項目の

開発を目標とした。 

（ア） 土壌水分推定アルゴリズム開発 

（イ） 合成開口レーダ画像再生処理技術開発 

（ウ） 干渉 SAR 技術実用化 

（エ） 居住地マッピング整備 

（オ） PALSAR DEM 処理高度化 

（カ） 森林バイオマス推定技術開発 

次表に利用技術開発の個別要素技術の目標を示す。 

 

                                                   
2 油徴オイルスリック：天然原油由来の油膜によって海面上に広がる平滑面 
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表２－３－D－３  個別要素技術の目標（利用技術開発） 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

①石油ガス探査利用手法

確立 

目標： 

石油ガス鉱床のトラップ

別と地表状況に応じた衛

星データ利用技術、及び

近年注目をあびている非

在来型資源への利用や

生産管理監視技術等を確

立する。 

指標： 

各項目の利用手法確

立に必要な事例件数とす

る。 

目標： 

タイプ別として、背斜／

植生、断層／植生、背斜

／露岩、断層／露岩の利

用手法の検証と、非在来

型鉱床の利用技術及び

生産管理監視技術の利

用可能性の検討をするこ

と。 

指標： 

それぞれ１件以上の事

例研究により技術確立の

検討及び可能性の検討を

行う。 

資源探査において衛星

データ利用促進のため、

利 用 手 法 の マ ニ ュ ア ル

化、及び最近の資源ニー

ズへの柔軟な 対応によ

り、効率的な資源探査の

実施や大規模油田生産

量監視等の情報取得に貢

献するため。 

②広域地質・資源情報マ

ップ整備 

目標： 

衛星データから得られ

る情報をユーザが利用し

やすいマップ形式で整備

すること。 

具体的には、以下の３

つの情報マップを完成さ

せる。 

（ア）全球ＤＥＭ 

（イ）オイルスリックデータ

ベース 

（ウ）東アジアを中心とした

地質情報データベース 

 

指標： 

上記各マップの完成度

（所定の精度、整備範囲、

整備コンテンツ等）とす

る。 

目標： 

（ア）全球 DEM（Ver1）の

精度を向上させた Ver.2

の完成 

（イ）オイルスリック DB の

スクリーニング完了 

（ウ)地質情報データベー

スとして、時系列衛星デー

タセット整備、堆積岩区分

システム開発、東アジア

数値地質図整備、及びそ

の統合利用システムの開

発 

を行う。 

指標： 

（ア）所定の空間分解能、

欠損域の低減 

（イ）整備地域の完成度 

（ウ）コンテンツ整備状況 

衛星から得られる情報

をリモートセンシングの専

門家でないユーザへの利

用 促 進 の た め 、 GIS や

Web ベースで利用できる

形式で整備することが重

要である。 

DEM データセットは資

源開発等においてベース

マップとなること、オイルス

リック DB は石油資源ユー

ザの要望が高く、世界に

同様の情報は存在しない

こと、東アジアは石油に限

らず資源外交上の優先度

が高いこと等から整備対

象とした。 

③解析アルゴリズム開発 目標： 以下の６つの解析アル 資源探査をはじめとし
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衛星データから資源探

査に必要な情報を抽出す

る解析アルゴリズム、及

び衛星の利用効果の高い

分野における解析アルゴ

リズムを開発し実用化す

ること。 

指標： 

実用化されたアルゴリ

ズム数とする。 

ゴリズム開発を行うことを

目標とする。 

（ア）土壌水分推定アルゴ

リズム開発 

（イ）PALSAR 再生処理技

術開発 

（ウ）干渉 SAR 技術実用

化 

（エ） 居住地マッピング整

備 

（オ）PALSAR DEM 処理

高度化 

（カ）森林バイオマス抽出

技術 

指標： 

（ア）～（カ）とも実用化の

可能性の確認・検証結果

とする。 

て地球環境・温暖化等の

グローバルな課題に提供

できる情報整備、及び光

学センサに比べて利用が

進んでいないＳＡＲデータ

の基本となるアルゴリズ

ム開発等が衛星データ利

用促 進に 重 要である た

め。 

 

（２） 衛星データ品質管理・地上システム運用 

衛星データ品質管理・地上システム運用では、３つの個別要素技術を設定した。 

④衛星データ品質管理 

衛星運用中、衛星データ（ASTER 及び PALSAR）の高精度画像データ校正・検証・

補正処理技術の開発を行うとともに、放射率精度や幾何精度が定められた範囲にあ

ることを確認し、品質が保証されたデータを生産・配付することを最終目標とする。な

お、これらの結果については、別途、外部委員会（日米 ASTER サイエンスチーム会議

を含む）においても検討がなされる。 

中間評価期間では、ASTER 及び PALSAR とも継続的に運用を行っていたが、

PALASR は平成 23 年 4 月に衛星の電源障害が発生し、5 月に運用停止となった。そ

のため、PALSAR の品質評価は平成 23 年４月分まで含めたものとして報告する。 

具体的な業務としては、センサの感度変化の監視、幾何精度の確認による品質管

理と、校正検証に関する処理アルゴリズムの高精度化研究からなる。 

 

⑤ＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳＡＲ地上システム運用 

 地上システム運用ではユーザの観測要求を取りまとめた観測計画を作成すること、

観測された原データの全量の入手・保存すること、標準処理・高次処理のプロダクト

生産についてはユーザへタイムリーに提供すること、配付数は資源地域（堆積盆等）



D-11 

の全量配付として５万シーン／運用期間内の達成をすることを最終目標とする。 

 中間評価期間では、以下を目標とする。 

（ア）最適化された観測計画をＡＳＴＥＲは毎日ＮＡＳＡへ提出する、ＰＡＬＳＡＲは長期

計画に対して観測成功実績を勘案して適宜見直すとともに、短期計画について

は１週間に１回ＪＡＸＡに提出すること 

（イ）観測された原データは全量入手・保存すること 

（ウ）標準・高次処理プロダクトの生産については、ユーザへタイムリーに提供するこ

と 

（エ）標準・高次処理プロダクトの配付はＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳＡＲとも累計５万シーン以

上とする 

 

⑥次世代アーカイブシステムの研究 

 前回の中間評価において指摘されたように、衛星データの長期的かつ継続的なユ

ーザへの提供は重要な課題である。本要素技術開発においては、衛星の運用停止

後の効率的なデータアーカイブシステムを開発することを最終目標とし、中間評価時

においては、ASTER データの全量アーカイブの完成及び PALSAR データの一部アー

カイブを開始すること、さらに２種類以上のＯＧＣ3標準に対応したシステム開発を目標

とする。 

ASTER は、１１年以上にわたり安定して観測を行っており，現時点において ASTER

原データは約 170TB を超えている。次世代の地上システムに求められていることは、

これらの大量データを安定かつ迅速に処理できることであり、処理アルゴリズムの改

訂に際し効率的な全量の再処理が可能なこと、幾何・放射量補正あるいは大気補正

の精度の向上を目的として高度処理が可能なことへの対応などがあげられる。この

ような大量データの処理に関する課題に対処するためには、大容量データを容易に

扱うことができ，かつ高速なデータ処理が可能となる最新の情報技術を適用した新た

な処理システムの構築が必要である。さらに、高速処理を想定した新たな処理アルゴ

リズム開発や、より多くのユーザを取り込む汎用化を目指したデータ保存・配付の標

準化の検討が必要となっている。 

上記をまとめて表２－３－D－４に衛星データ品質管理・地上システム運用に関す

る目標・指標を示す。 

                                                   
3 ＯＧＣ： Open Geospatiall Consortium 地理情報システム(GIS)などで利用する空間データや位置情報を含む各

種の仕様を策定している国際標準化団体 
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表２－３－D－４ 衛星データ品質管理・地上システム運用の個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

④衛星データ品質

管理 

目標： 

衛 星 運 用中 、 ASTER

及び PALSAR の定めら

れたセンサの精度（ラジ

オメトリック及び幾何）の

維 持 を 確 認 す る と と も

に、その精度向上を図る

こと。 

指標： 

所定のセンサ精度（ラ

ジオメトリック及び幾何）

が達成できたかどうかを

指標とする。 

目標及び指標： 

（品質管理／校正） 

（ア）ASTER 機上校正を実施

し、可視近赤外 2%以内、熱赤

外±1K 維持する。 

（イ）ASTER 放射量代替校正

は、国内外で数回以上実施す

る。 

（ウ）ＡＳＴＥＲ幾何精度は 50ｍ

以内を維持する。 

（エ）PALSAR については、 

 ‐ 幾何精度 10ｍ以内（高分

解能モード・オフナディア

角 34.3 度） 

 ‐ ラジオメトリック精度 

：絶対 2dB 

ポラリメトリック精度 

：Ch 間振幅 0.5dB 

：Ch 間位相差 5 度 

を維持する。 

（校正検証アルゴリズム高精

度化研究） 

（オ）放射量補正・大気補正を

含む高度画像補正技術を 2 個

以上開発し検証を行う。 

（カ）PALSAR 校正について

は、45º 回転二面四角形コーナ

ーリフレクタの開発とクロス偏

波の絶対校正技術を確立す

る。 

衛星打ち上げ後、センサ

务化等による放射量観測値

の精度や位置ずれ等による

幾何精度が変化していく。衛

星データ利用にあたっては、

これらの品質維持が必須で

あり、定期的に放射量及び

幾何位置に係る精度を監視

し、必要に応じて補正係数の

変更などが必要である。 

さらに、校正検証に係る最

新の処理補正アルゴリズム

を開発し、処理プロダクトの

高精度化を図ることが重要

であるため。 

 

⑤ＡＳＴＥＲ及びＰＡ

ＬＳＡＲ地上システ

ム運用 

目標： 

（ア）観測要求をとりまと

めた観測計画作成 

（イ）観測データの全量入

手・保存 

（ウ）標準・高次処理プロ

目標及び指標： 

（ア）観測計画作成について

は、ユーザ要望を取りまとめＡ

ＳＴＥＲについては毎日ＮＡＳＡ

に、ＰＡＬＳＡＲについては短期

計画を１回／１週間ＪＡＸＡに提

観測計画は経済産業省の

目的に合致するように最適

化したものを作成し、計画に

沿って観測されたデータを全

量入手・保存することは、衛

星運用の必須事項。さらに
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ダクトのタイムリーな生産 

（エ）ＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳ

ＡＲそれぞれ 5 万シーン

以上の配付を行うこと。 

指標： 

観測計画提出実績、

観測原データ入手・保存

達成度、プロダクト生産

数・保存数・配付数等の

実績。 

出する 

（イ）観測データは全量入手し

保存する 

（ウ）標準処理としてＡＳＴＥＲは

Ｌ１Ａ、ＰＡＬＳＡＲはＬ１．０を全

量処理・生産する。高次処理に

ついてはオンデマンドとしてタ

イムリーに処理すること。 

（エ）標準・高次処理プロダクト

を累計で５万シーン以上は配

付すること。さらにＡＳＴＥＲ Ｇ

ＤＥＭ（V1）を GEOSS 含め配付

すること。 

経済性を考慮して、ユーザへ

タイムリーに標準・高次処理

プロダクトを生産・配付するこ

とは重要。 

⑥次世代アーカイ

ブシステムの研究 

目標： 

地上システム運用終

了後も、衛星データを継

続的にユーザに提供でき

る次世代アーカイブシス

テム構すること。 

指標： 

ASTER 及び PALSAR

のアーカイブ実績、高速

再処理アルゴリズム開

発、標準化対応等の実

現度合いとする。 

目標及び指標： 

ASTER および PALSAR デー

タのアーカイブシステムとして、

1.0 PB以上のストレージを保有

し、ASTER 全量データ及び

PALSAR の一部データのアー

カイブを実現する。 

アーカイブデータは新たに 2

種類以上の最新の高度化アル

ゴリズムを追加し、1 日 2 万シ

ーン以上の標準および高次処

理行う。 

データ提供システムとして、2

種類以上の OGC 標準に対応

したシステムの構築を行う。 

大容量な人工衛星データ

の処理を行うためには大容

量ストレージを有するアーカ

イブシステムの構築が不可

欠である。また、ユーザの要

望に応じた処理を迅速に行う

ために、最新アルゴリズムや

処理の高速化が必要とな

る。また、他機関、他衛星と

のシームレスな連携には標

準技術への準拠も必要とな

る。 
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３―D 成果、目標の達成度 

３－１―D 成果 

３－１－１－D 全体成果 

（１）利用技術開発 

利用技術開発については、資源ユーザのニーズにあった研究を進め、表２－３－D

－１に示した項目のうち、背斜／植生、断層／植生、背斜／露岩及び断層／露岩の

各タイプの利用手法については、資源地域における検証がなされほぼ確立されたと

判断できる。また、非在来型資源のうちオイルサンドの開発、コールベッドメタンの開

発に伴う情報取得方法についても衛星データ利用の可能性・効果は確認された。 

資源開発企業の具体的な利用状況を把握するために、開発した手法を利用して、

実際の石油探鉱・開発に貢献できた事例をヒアリングにより調査した（表３－１－１－

D－１）。国内の石油ガス資源開発企業が主な探鉱対象としている東南アジアやアフ

リカでの利用が進められている。このことから、全体目標とした資源分野における利

用技術の確立については、中間評価時点においては達成されたと判断できる。今後

は、他の鉱床タイプ／地表状況や、開発に伴う環境監視技術等の利用手法を継続す

る予定である。 

表３－１－１－D－１ 利用技術開発における資源探鉱・開発利用状況 

対象地域 探鉱にお

け る 利 用

段階 

探鉱案件への貢献 開発案件

の評価 鉱区 

取得 

探鉱 

作業 

油田 

発見 

開発 

支援 

鉱区参

入検討 

入札 

回避 

インドネシア ③  ○      

リビア ②     ○   

インドネシア ② ③ ○ ○ ○＊） ○    

カナダ ④       ○ 

インドネシア ①     ○   

イエメン ①     ○   

インドネシア ①  ○  ○    

インドネシア ①     ○   

ガボン ①     ○   

①：鉱区参入の機会を窺うためのスクリーニング段階、②：鉱区参入の機会が訪れ、鉱区評価の段階 

③：鉱区を取得し探鉱の初期（計画）段階、④：開発案件への参入について、効率的な開発計画を検討する段階 

 ＊）Pagerunga 北 沖 （PUO）油 田 の発 見 に貢 献 し、同 油 田 は開 発 が完 了 し現 在 生 産 中 である。  

 

（２）衛星データ品質管理・地上システム運用 

ASTER 及び PALSAR とも、運用期間中に実施した校正検証結果から、定められた

精度を維持したことが確認された。また地上システム運用において、目標設定された

観測データの全量入手・保存、標準・高次プロダクトの生産、及び配付数の目標を満
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足し、地上システムの機能が正常で運用されていることが確認された。さらに次世代

アーカイブシステムに ASTER 全量と PALSAR の一部のデータの保存が完了した。こ

れら校正検証結果、地上システム機能については、表５－２－D－１～－４に示す委

員会において確認されている。このことから、中間評価時における衛星データ品質管

理・地上システム運用に関しては、全体目標は達成したと判断できる。今後は、

ASTER については衛星運用中の業務継続、PALSAR については未処理分の生産を

継続する予定である。 

 

３－１－２－D 個別要素技術成果 

（１） 利用技術開発 

①石油ガス探査利用手法確立 

 表３－１－２－D－１及びに表３－１－２－D－２に平成 20 年度～平成 22 年度に実

施した石油ガス資源探査への利用研究対象地を示す。いずれも資源ユーザの要望

を反映したトラップ構造、地表状況において研究を実施し、得られた成果は実際の資

源探査への情報として活用されている。なお、新たなニーズへの対応として、非在来

型資源とよばれるもののうち、コールベッドメタン（CBM）4及びオイルサンド5資源にお

ける利用手法の研究と、大規模油田の生産量監視技術の開発を開始した。 

 

表３－１－２－D－１平成 20 年度～平成 22 年度実施の石油ガス資源探査利用研究 

トラップ  植生（湿潤） 半植生（半乾燥） 露岩（乾燥） 

背斜トラップ 利用者要望 大（特にアジア） 小（地域狭） 大（世界・広域） 

研究実施 インドネシア４地域 西シベリア イラク 

断層トラップ 利用者要望 中 小 中 

研究実施 ― ― イエメン 

その他（層位、不整

合、礁トラップ等） 

利用者要望 中 小 中 

研究実施 ガボン ― ― 

 

表３－１－２－D－２ 平成 20 年度～平成 22 年度実施の新たな対象の実施 

テーマ／技術   

非在来型資源 

CBM/オイルサンド/シェールガス 

利用者要望 CBM：大／オイルサンド：中／シェールガス：大 

研究実施地 CBM：インドネシア、オイルサンド：カナダ 

大規模油田生産量監視技術 利用者要望 大 

研究実施地 イラク 

開発時の環境監視技術 利用者要望 大 

研究実施地 － 

                                                   
4 コールベッドメタン：石炭層に含まれる炭層ガスのことで主にメタンガスからなる 
5 オイルサンド：きわめて粘性の高い鉱物油分を含む砂岩のこと。母岩が頁岩の場合はオイルシェールと呼ぶ 
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これらの研究成果のうち、下記に２つの研究事例を紹介する。 

 

（ア） インドネシアにおける研究事例 

インドネシア・東南スラウェシ州ブトン島を対象に、既に鉱区を取得し探鉱作業を開

始している地域において、衛星画像データの利用研究を行った。ブトンはプレート境

界に地塊が２度衝突して形成された島であり、南東部は複雑な地質構造が予想され

ている。一方、島の至る所にアスファルト鉱山があるように根源岩には恵まれている。

このように石油資源有望地ではあるが、複雑な地質構造と熱帯で密な植生に覆われ

ている地域において ASTER および PALSAR データの利用方法、有効性を検証した。 

具体的な研究内容は、主に PALSAR を使った比較的広域の衛星画像判読による地

質情報抽出を行い、取得鉱区から北方及び西方への石油システムの広がりを検討し、

隣接鉱区権益取得の検討材料としたこと、及び進行中の探鉱作業への活用に重点

を置き、複雑な地質構造にも拘らず、急峻な地形と熱帯森林、自然保護林などのた

めに測線間隔が広く空いてしまう地域において、衛星画像から得られる面的な地質

情報によって測線間の地質解釈を支援したことの２項目である。 

 

研究成果として、当地域のような密な植生地域において、Ｌバンドの PALSAR の画

像判読による地質分類・地質構造は十分な精度を持った方法を得ることができ、鉱区

権益取得や探鉱作業支援に安価で迅速な情報を与えることが確認された。具体的に

は、熱帯の森林と急峻な地形のため、地震探査測線の展開が思うに任せないブトン

島の石油探鉱において、地下構造を詳細に把握するためには地震探査測線が 2km

間隔で７測線必要なところ、4km 間隔 4 測線で探査を実施し、その間の地質構造情報

を衛星画像データで補完した。 

 

図３－１－２－D－１ インドネシア・ブトン地域対象位置図 
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図３－１－２－D－２ 石油ガス資源探鉱支援結果（地震探鉱測線の補完） 

（イ） カナダにおけるオイルサンドを対象とした研究事例 

現在、オイルサンドからの石油資源回収の操業が行われているカナダ・アルバータ

州において、地表変動の監視に SAR 差分干渉技術の適用技術開発を行った。当地

域では、SAGD 法と称する技術により、地中に水蒸気を圧入しオイルサンドに含まれ

るビチューメン6を回収・生産している。しかしながら、オイルサンド層は粒度や泥の比

率が一様でなく、井戸毎に生産性が大きく違っている。この原因を探るため度々地震

探査や水準測量を行っているが、これらの経費は膨大になるため、これに代わるか、

或いは作業量を軽減する手法開発が求められていた。 

研究方法としては、当地域で観測された PALSAR のうち、干渉の良好な 19 ペアを

使用して差分干渉解析を行った。 

研究成果として観測間隔による重み付け重合手法により、植生、大気、電離層など

によるノイズを除去し、地表変動のみを抽出することができた。この結果、観測期間に

おいて、最大 3.5cm/年の地表の隆起を観測し、隆起量が大きい所ほど生産性が高く、

隆起が認められない所は浸透性が悪い等の原因でスチームが順調に入らないため

生産性が悪いことが面的に捉えられた。このような PALSAR 差分干渉解析による地

表変位の監視技術は、地層とその生産性の不均一性を把握できるため、生産管理・

生産計画に活用できることが判明した。 

                                                   
6 ビチューメン：天然または人造の炭化水素から成る化合物。アスファルト、コールタール等 

地震探鉱測線断面図 地震探鉱測線図（青線）及び衛星デー

タ補間用断面線（赤破線） 

 

地震探鉱 

断面図 
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図３－１－２－D－３ オイルサンド層からのビチューメン生産概念図及び対象位置図 

オイルサンド層の中央部に水蒸気注入井及びビチューメン生産井を掘削し、オイルサンドに付着したビチューメ

ンを高圧蒸気で砂から溶脱し、採取する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－D－４ PALSAR の差分干渉処理手法による地盤変動図 

・暖色系は隆起量が大、寒色系は隆起量が小さい（cm/年） 

・生産量が多い（オイルサンド層の中央部）と隆起量が大きく、尐ないと逆の傾向（オイルサンド層の端・他の層）。 

・緑線：ビチューメン生産井・高圧水蒸気井 

 

②広域地質・資源情報マップ整備 

（ア） 全球の数値標高データ整備 

全球の数値標高データ（ASTER GDEM）の整備については、バージョン１を平成 21

年 6 月にリリース後、水平方向の精度向上を目的とした解析アルゴリズムの改良と、

欠損地域の低減を目的とした追加データ（約 25 万シーンを追加）により、バージョン２

として開発を行った。精度向上の結果として、空間分解能向上では、図３－１－２－D

－５に示すように地形が先鋭化され、垂直精度は 20m 以内、地上分解能は約 75m の

精度・分解能を得た。また図３－１－２－D－６に示すように特に極域の欠損地域が

大幅に低減された。バージョン２は平成 23 年 10 月にリリースした。 
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図３－１－２－D－５ ASTER GDEM の Ver.1 から Ver.2 への空間分解能性能向上 

(左： Ver.1 /右： Ver.2) 

 

   

図３－１－２－D－６ 極域（シベリア）における欠損部の低減（黒い部分が欠損部） 

(左： Ver.1 /右： Ver.2) 

 

（イ） オイルスリックデータベース 

 世界的に石油探鉱の熟成度が進み、2000 年以降に発見された油ガス田の埋蔵量

ランキング上位が海域の油ガス田に占められていることからも、海域が石油探鉱に

重要であることは明らかである。海域における石油探鉱に衛星データを利用する方

法のひとつに油徴オイルスリック解析は重要な情報減として利用されている。この研

究では、膨大なＰＡＬＳＡＲデータから油徴オイルスリック解析に適したデータ選定作

業支援システムを開発し、同システムを用いて油徴オイルスリック解析のデータベー

スを整備する。平成２２年度までに PALSAR の７回帰分のデータを用いて、油徴抽出

（スクリーニング）を行い、油徴が認められる海域の抽出が終了した。今後は、抽出さ

れた地域で観測された PALSAR 全量を解析し、油徴の精度向上を図る予定である。

図３－１－２－D－７は本事業で対象とする我が国の石油資源企業の参入が見込ま

れる海域であり、既に開発・権益の獲得が進んでいる海域等は除いている。 
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図３－１－２－D－７ 油徴オイルスリック解析データベース整備地域 

 

（ウ） 地質情報データベースの開発・整備 

 地質情報データベース構築にあたり、時系列衛星データセットの開発、堆積岩区分

情報の抽出のためのシステム開発、東アジア数値地質図の作成を行い、そのデータ

を整備した。また、これらを統合利用するためのシステムの開発にあたった。 

 

(i)  時系列衛星データセットの開発・整備 

ASTER は 11 年以上の観測データの蓄積があり、これを時系列のデータセットとし

て整備できれば、石油ガス資源炭鉱におけるロジスティックや地域環境の変化事象

の解析に有効である。また、海岸浸食、違法伐採、土地利用変化、砂漠化、湖沼の

面積変化などへの様々な利用にも役立つ。ここでは、60km×60ｋｍのシーン単位で

得られるデータをモザイクしてシームレスな東アジア衛星データセット（ASTER の

VNIR、SWIR 及び TIR の時系列オルソ画像及び DEM）を作成するものであり、平成２２

年度までに東アジア・アフリカ地域について作成した。 

作成されたデータセットでの絶対位置精度は平均が 10m 以下、標準偏差が 14m 以

下を達成しており、これはシーン単位の ASTER の位置精度である 50m に比較して、

著しく位置精度が改善している。 

 

(ii) 堆積岩区分システムの開発 

  衛星データからの堆積岩区分のためのプロトタイプシステムを開発、現地調査に

よりシステム評価を実施した。その結果、当システムによる岩相区分解析が特に有効

である地質・岩相タイプが明らかにされるとともに、当システム出力の空間的および時

間的安定性が示された。その成果から中国西部地域の広域岩相区分マッピングに着

手、チベット高原西部地域やタリム盆地西南部地域の広域岩相区分解析図も作成し

た。 
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(iii)  東アジア数値地質図の作成・整備 

東アジア各国と協力し、アジア地域における 500 万分の 1 アジア国際数値地質

図の作成と編集作業、Web配信に向けての準備を行った。 

各地質ポリゴンやライン、ポイントデータに岩相、年代、 断層のタイプなどの各種

のデータ情報を与え、地質情報の検索、表示ができるように整備した。地質柱状図作

成については、インドシナ等の大陸域と日本周辺等の海域の地質を比較検討すると

ともに、日本の主要な地質体について地質柱状図を作成し平面図で理解しにくい地

質構造発達史の表現に努めた。データ配信に当たっては、国際標準形式（WMS、 

Web Mapping Service）での Web 配信ができるように準備した。 

 

図３－１－２－D－８ 整備されたデータ 

 

(iv)  地質情報統合利用システムの開発 

地質情報の検索と統合表示・利用を効率よく行うためのシステムの開発を行った。

本システムは、これまで生産されてきた各種空間情報の網羅的な検索だけではなく、

今後生産される新しい観測データの利用サービスや、それらのデータを利用したアプ

リケーションサービスをも提供できるシステムを目指している。 

データ登録・検索・表示機能について設計および作成、基礎データを作成の上、ユー

ザ登録を開始し，また、システムのバックアップ拡張も行った上で、今後の本格運用

に向けたシステム体制作りまで行った。 

東アジアとアフリカ 

モザイクオルソ画像 

チベット高原西部地域 

広域岩相区分 

解析図 

500 万分の 1 

アジア地質図（GSJ） 
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図３－１－２－D－９ システム表示例 

③ 解析アルゴリズム開発 

地球資源・地球環境・温暖化等のグローバルな課題に提供できる情報整備として、

以下、６つの解析アルゴリズムを開発した。 

(ア） 土壌水分推定アルゴリズム開発 

ＰＡＬＳＡＲによる森林植生被覆下の地質情報（土壌水分とラフネス等）抽出アルゴ

リズム開発のため、必要な現地調査における基礎情報収集を実施した。 

地表面の土壌水分はそのアルベドや蒸発効率を決定し、また降水による流出分

布にも寄与し、気候変動に係わる水資源評価および洪水予測への貢献が期待され

る物理量である。さらに、今後、全球レベルの高空間分解能な土壌水分マップが得

られれば、自然ターゲットを利用した PALSAR 自身の校正にも、そのバックグランドノ

イズ推定として役立つ。 

地表面情報の抽出可能性を調べるため、森林植生については、樹種、樹高、胸

高直径を測定し密度を考慮して地上部バイオマスを求め、その葉面積および天空率

は天空魚眼カメラ画像を利用して求めた。また、地質（土壌）情報については、水分

計を用いて土壌表面体積含水率を、また、くし形ラフネス計を用いてそのラフネスを

求めた。その上で、PALSAR のラフネスパラメータである表面高さの標準偏差（RMS 

高さ）と相関長を計算した。 

 以上のような現地調査データに基づき、植生被覆下の地表面からの後方散乱モデ

ルの作成、および、実験式を相補的に利用することで、今後、土壌水分とラフネスを

推定するアルゴリズムを開発する。 

   

図３－１－２－D－１０ 葉面積・天空率および土壌ラフネス計測 
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(イ） PALSAR 再生処理技術開発 

グローバルな課題に提供できる情報整備を担う PALSAR 処理に行うには、本事業

で進める次世代アーカイブシステム上で効率的かつ高機能な処理を可能とする新た

な SAR 画像再生用ソフトウェアの開発が必要となる。 

開発されたソフトウェアは、レンジ・ドップラー法に基づく画像再生であり、スラント

レンジと地図投影された SAR 画像の再生ができ、また、計算負荷の大きいアジマス

圧縮処理において、実行ユニットを複数備えるマルチコア CPU を効率的に利用する

ための並列化処理を追加し、画像生成に要する時間を短縮した。さらに、アンテナエ

レベーションパターン(AEP)を用いて補正する機能に加え、レンジ圧縮及びアジマス

圧縮時に用いる窓関数の種類、合成開口長、レンジ長、地上から発信されるマイク

ロ波の除去(不要波除去)、それぞれに起因する減衰量を補正する機能を開発した。 

以上の機能に、OpenMP による並列処理を導入、合成開口処理の大部分におい

てマルチコア CPU を効率的に利用できるようにし、画像生成に要する時間を短縮、 

さらに、SAR 画像再生処理用ソフトウェアの各処理段階において長尺観測と連続観

測・広域観測に対応するように追加・修正を加えた。 

 

図３－１－２－D－１１ 広域観測による SAR 生データの画像再生過程 
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(ウ） 干渉 SAR 技術実用化 

前記、再生処理技術と同様に、グローバルな課題に提供できる情報整備を担うに

は、干渉 SAR 技術も、次世代アーカイブシステム上で利用できるようにする必要が

あり、また、地殻変動の有無判定になるべく恣意性を介入させることなくパラメータ推

定ができる必要がある。ここでは、InSAR 技術と GPS を融合し、InSAR 画像に含まれ

るエラーのうち、軌道情報の誤差による影響を補正する技術を開発し、パラメータ推

定に対して重要となるデータの増加を導いた。また、推定されたパラメータの範囲も

1.1cm という良好なものであった。 

この技術を基に、数理的解析および実処理解析の事例を積み重ね、平滑化パラ

メータの決定方法、位相アンラッピングエラーの扱い、さらには実用的な大気補正な

どに対し、パラメータ自動化を試験的に行い、地盤変動監視・観測システム開発の

可能性についても検討した。さらに、上昇軌道と下降軌道の両方からの観測データ

を用いての高精度 DEM の取得可能性についても検討した。 

   

図３－１－２－D－１２ インターフェログラムの比較．左）補正前、右）補正後 

（補正後パラメータ範囲 1.1cm を実現） 

(エ） 居住地マッピング整備 

資源探査におけるロジスティックの基本情報として、また、広く地球環境等にかか

る課題への貢献に向け、ASTER 画像に加え、PALSAR 画像も活用した全球の人間

居住地に関するマッピング整備に関する研究を行った。 

PALSAR データを導入することによる効果を検証するための試行をおこなった。 

光学センサである ASTER の短所であるデータの取得可能性が雲の有無に強く影

響される点と可視光帯域の反射特性から都市域と誤分類が多くなる点を補うもので

ある。 
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光学センサである ASTER では、その可視近赤外域の反射特性から都市域に誤

分類されがちであった砂地や畑地は、PALSAR データを用いることで都市・非都市

が正しく分類され、また、逆に砂地が都市に分類される誤りも正しく分類することがで

きた。ASTER データと PALSAR データを複合的に用いることで、精度を向上させる

可能性があることを示した。 

 

図３－１－２－D－１３  ASTER、PALSAR による都市域抽出結果． 

（上段はプノンペン、中段はハノイ、下段はカラチの処理画像。 

左は ASTER のみ、中央は PALSAR のみ、右は ASTER と PALSAR を利用） 

 

(オ） PALSAR DEM 処理高度化 

グローバルな課題に提供できる情報整備を担うべく次世代アーカイブシステム上

での高度・高精度化した PALSAR DEM 作成可能性の検討のため、その作成処理手

法の高度化研究を実施した。 

複数の干渉ペアを使用してスタッキング処理を行い生成された DEM の精度検証

を行った。その結果、一つの干渉ペアから得られる DEM で生じるノイズ等が、スタッ

キング処理を行うことで除去されることを確認した。しかし、スタッキングに使用した

DEM 中にフェーズアンラップ時のエラー（異常値）があると DEM は正しく求まらなかっ

た。これらの異常値の除外処理を加えてスタッキング処理を行ったところ高精度な

DEM を生成でき、SRTM との差分の標準偏差も 25.5m から 15.8m に改善された。ま

た、既存 DEM を用いての PALSAR から高精度 DEM 作成手法の検討も行い、ベー

スラインが 500 m 以上の干渉ペアを用いることで、位相アンラッピング処理を行うこ

となくノイズの影響を抑えた高解像度 DEM を生成できることがわかった。 
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図３－１－２－D－１４ 標高画像 （左：SRTM、右：PALSAR DEM） 

 

（カ） 森林バイオマス量推定技術開発 

 PALSAR から大地へ照射した信号が森林で散乱し、再びセンサへ戻ってくる信号

（後方散乱強度）を解析することにより森林バイオマス量を推定する手法を開発した。 

特に、山岳地域の地形歪みの影響を、同時搭載の PRISM センサデータの高精度の

標高値を用いて補正する後方散乱強度補正法を開発した結果、この手法では最大

450m3/ha 程度までのバイオマス量の推定が可能であることが判明した。 

今後は、広域に分布する熱帯雤林や極域の森林への適用性検討をすすめ、世界

の森林に適用可能な手法開発を目指す方針である。本研究開発成果は、特許申請

し現在審査中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－D－１５ 山地の森林バイオマス量の推定結果 

検量線 
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（２） 衛星データ品質管理・地上データシステム運用 

④ 衛星データ品質管理 

（ア） ASTER 校正検証 

ASTER 品質管理にかかる機上校正、代替校正、幾何精度検証を実施した。 

(i) 機上校正結果 

ASTER に搭載された機上標準放射源を用いて定期的に校正を実施、その VNIR

及び TIR センサに感度务化が観測された。当初、機を見て係数を変更していたが、

変更の遅れが無視出来なくなり、モデルを用いた近似式が導入。結果、可視近赤 2%

以内、熱赤外±1K 以内を維持している。 

 

図３－１－２－D－１６ VNIR の機上校正係数の変化(打ち上げ前地上試験との比) 
１～３バンドの測定値は×、※、○で、曲線は近似式 

 

(ii) 代替校正 

ASTER 可視近赤外（VNIR）および短波長赤外（SWIR）センサについては、代替校

正実験を米国および豪州の乾燥湖上において年２回ペースで実施した。本実験によ

り校正係数を算出し、その経年変化を算出した。 

 

図３－１－２－D－１７  ASTER/VNIR 代替校正結果 
a) バンド 1、b) バンド 2、c) バンド 3N、d) バンド 3B、実線は機上校正 
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機上校正の結果との差異（トレンドは同じでオフセットが存在）を明確にしたが、今

後、その差異の原因究明にあたり、より良い補正を検討すべきであろう。 

 ASTER 熱赤外（TIR）センサを対象とした代替校正は、米国の乾燥湖、および、霞ヶ

浦（水域）において、年に数～１０回程度のペースで実施した。その結果、ASTER の

観測放射輝度と代替校正によって推定された大気上端放射輝度は、いずれのバン

ドにおいても、輝度温度において概ね 1℃以内で一致しており、ASTER/TIR の機上

校正は異常なく機能していると推察される。 

 

図３－１－２－D－１８ 各バンドにおける機上校正と代替校正 

（左：温度ベース法の輝度温度差（℃）、右：放射輝度ベース法の輝度温度差（℃）） 

(AL: Alkali Lake, RV: Railroad Valley, CL: Coyote Lake, LK: Lake Kasumigaura) 

（イ）ASTER 幾何補正精度検証 

ASTER 幾何補正の精度検証として、ASTER DEM(Digital Elevation Model)データお

よび ASTER Ortho データの定期検証作業を実施し、評価した。 

国内（筑波、富士山、木曽駒ケ岳、佐賀，雲仙、阿蘇）および海外（米国およびオー

ストラリア）の GCP(Ground Control Point)整備地域を対象として、新規に観測された

ASTER データより作成した DEM について、GCP との比較による DEM 精度評価を実

施した。更に、国内の検証地域については、既存の高精度 DEM（国土地理院発行の

数値地図 50m メッシュ標高）との比較による DEM 精度評価も実施した。その結果、

DEM の水平方向および高さ方向の精度は正常の範囲内（水平方向の誤差平均±

50m 以内、高さ方向の標準偏差 12.5m 前後）にあり、問題のないことを確認した。 

 

図３－１－２－D－１９ ASTER DEM データの位置誤差の検証結果 

（左：水平方向精度±50m、右：鉛直方向精度±30m） 
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 （ウ） ASTER 処理アルゴリズムの改良に関する研究 

品質管理にかかる高度・高精度化技術については、以下の再放射量補正・大気

補正の高度・高精度化、クロストーク／セルフトーク/サブ DN 補正の開発、および、

雲量推定の改良を実施した。 

(i)Ａ再放射量補正・大気補正の高度・高精度化 

ASTER における再放射量補正および大気補正の高度・高精度化（代替校正結果

および大気補正のオンデマンド選択）の開発を進め、これを次世代アーカイブシステ

ムに実装、そのシステムで処理された補正後 ASTER データを地上観測データによっ

て検証し、高精度化されたことを確認した。 

 

図３－１－２－D－２０ 

高度化アルゴリズム補正済データの地上観測データによる検証 

 

(ii)  クロストーク／セルフトーク/サブ DN 補正の開発 

ASTER センサに起因する迷光や素子間感度偏差については、ソフトウェアによる

解決が必要であった。ここでは、ASTER SWIR において発生しているバンド４の光漏

洩による隣接バンドへのクロストーク及びバンド４自体のゴースト現象（セルフトーク）、

ならびに可視近赤外バンドにおけるゴーストの影響ならびに素子間感度偏差につい

て調査し、画像の改善手法の開発を進めた。 

陸水境界や大気の影響の無い月校正時の ASTER データを利用して迷光の原因

を明らかにし、次に、MODIS 画像を用いてラジオメトリック性能の検証、迷光の除去

を試み、そのシーン端までの補正の有効性を示した。ただし、それでも迷光は残って

おり、より大きなカーネルサイズを持つ光散乱が発生していると推測された。 

また、Wavelet 変換によって画像に周期的なパターンが発生することが判明した。

これは、L1A データに対してラジオメトリック変換後に奇数と偶数素子に一定の差が

発生していることに起因すること、それが幾何変換に伴って回転していることが原因

であると判断された。これに対し、マルチスケールモーメントマッチングとファセットフ

ィルタを用いることで、偶奇列の縞補正を高精度に行えた。 
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Normal M2 M2Facet

 

図３－１－２－D－２１ 各手法の比較（ウェーブレット変換画像） 

 

(iii) 雲量推定の改良 

 衛星画像の雲量情報は重要なメタ情報である。ASTER では、LANDSAT 雲判定ア

ルゴリズムをベースとする方法で雲判定を行っているが、精度に問題がある。また

SWIR Band 4 が機能不全となった 2008 年 4 月以降のデータでは、雪氷圏での雲量

判定が難しい状況となっている。そこで、新規取得画像を含む全ての ASTER 画像を

対象に、より信頼性の高い Terra/MODIS の雲マスクプロダクト（MOD35）を用いて

ASTER 雲マスク画像を生成して雲量を再判定する仕組みを整備した。また、生成し

た雲マスク画像を検証評価し、さらに当雲量情報を ASTER ミッション運用解析に応

用した。 

    

図３－１－２－D－２２ ASTER ブラウズ画像（左）と雲マスク画像（右）の比較例 

 

（エ） PALSAR 校正検証 

PALSAR 地上システムにおけるプロダクト生産で適用される各種の校正係数は、

初期校正データ解析作業及びその後の改定で既に設定を終えている。ここでは、

ALOS 打ち上げ当初から最近取得したデータを通しても、この校正係数が依然として

適用可能か否かを評価した。 

他機関が校正機器として設置したコーナーリフレクタ(以下 CR)7及び偏波式能動型

レーダ反射器(以下 PARC8)からのレスポンスを含む観測データを用い、また必要に応

じてアマゾン熱帯雤林の自然対象物からの散乱波を用い、幾何精度、ラジオメトリッ

                                                   
7 コーナリフレクタ：入射電磁波をその入射角方向に送り返すための反射体。2 枚ないし 3 枚の金属板で構成。 
8 PARC:PALSAR からの送信電波を受信し、同相の信号を増幅して衛星に送信する能動型校正機器。単偏波だ

けでなく多偏波にも対応可能。 
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ク（絶対利得）精度、ポラリメトリック（偏波特性）精度等を分析・評価し、現在生産に適

用している校正係数の変更必要性を調査した。 

 

(i) 幾何精度 

画像における CR の位置を読み取り，簡易 GPS で測定した位置と比較した結果、

FBS9、FBD10及び PLR11モードにおけるタイムオフセット校正後の誤差の平均値は 3m

以下、標準偏差は約 3m となり、位置の誤差が地表分解能内に収まる程の十分な精

度を保っていることが確認できた。また、ALOS 打ち上げ当初からの幾何的な誤差の

経年変化を見る限り、観測モードやオフナディア角の違い、地域別、方向別(昇交/降

交)、観測時期による誤差分布の極端な偏りは認められなかったが、FBS は他の観測

モードよりもレンジ方向の誤差が若干大きい傾向にあった。   
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図３－１－２－D－２３  

左：レンジ方向の幾何的誤差の経年変化、右：アジマス方向の幾何的誤差の経年変化 

（±10m が設定した誤差範囲） 

 

(ii) ラジオメトリック（絶対利得）精度 

絶対利得補正値の精度検証を行った。画像上の輝点から算定された RCS12値

(Image RCS)と CR のRCS理論値(True RCS)との差では、一部のデータの絶対利得は

品質目標値を満たさないものがあったが、明らかな異常数値を除外して評価した結

果、観測モード毎の平均誤差、標準偏差はいずれも目標値の範囲内にあることが確

認された。なお、PLR-21.5, 23.1 とも HH 偏波が VV 偏波より約 0.4dB ほど低い傾向が

みられた。PLR は分解能が低くなる分、設置場所の周りの建物や植生が絶対利得に

大きく影響を及ぼしているのかもしれないが、絶対利得の数値にかなりばらつきがあ

ることもあり、その差の原因を特定するまでには至らなかった。過去２面四角形 CR も

校正検証データとして使用したが、３面三角形 CR より設計精度と設置精度が絶対利

得に敏感に影響を及ぼすことが知られており、平均 2dB を超える絶対利得の低下が

                                                   
9 FBS:高分解能モード単偏波 
10 FBD:高分解能モード２偏波 
11 PLR:ポラリメトリックモード 
12 RCS：Radar Cross Section レーダー反射断面積 
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みられた。 

 

(iii) ポラリメトリック精度（偏波校正） 

 ポラリメトリック（PLR）モードで CR を観測した校正済みデータを使用し、現在使用し

ている偏波校正係数の精度の検証を行った。検証の結果、校正結果の直交成分の

パワー比(|HV/HH|2 及び|VH/HH|2)は平均で-30dB を下回り、平行成分(|VV/HH|)の振

幅比は1.07(平均)±0.77 (標準偏差)dB、位相差は 0.36(平均)±2.61(標準偏差)度であ

り、誤差は目標値の範囲内にあることが確認された。 

 

（オ） PALSAR 校正高度・高度化研究 

次世代アーカイブシステム上の PALSAR プロダクトを高精度化するため、CR を用

い、ポラリトリックおよびラジオメトリック校正を実施した。また、新たに開発した回転

型二面四角形 CR を用い、FBD の HV 偏波のラジオメトリック校正係数を算出し、

プロダクトに反映した。そのオフナディア角 21.5º および 34.3º の HH 偏波のラジオメ

トリック校正精度は、それぞれ、0.63 dB（1σ ）および 0.16 dB（1σ ）であった。 

なお、 HV 偏波ラジオメトリック校正については、ばらつきの評価を行った。二面

四角形コーナーリフレクタ（ライク偏波のみ観測）を観測した結果から三面コーナーリ

フレクタから求めたオフナディア角 34.3º の HH 偏波のラジオメトリック校正係数の

差を求めることにより、理論値と観測値との差および標準偏差を算出した。各観測

結果の平均から、理論値と観測値との差は-2.16dB、標準偏差は 0.16 dB であった。 

 

 

図３－１－２－D－２４ 回転型 2.4m 二面四角形コーナーリフレクタ 

 

⑤ASTER 及び PASLSAR 地上システム運用の成果 

（ア） ASTER 地上システム運用成果 

(i) 観測計画作成 

 ASTER は資源ユーザ、サイエンスユーザ、及び一般ユーザからの観測要求を最適

化して、毎日観測計画を作成し、遅滞なく NASA へ送信した。ここでは、長期的な観点

からのセンサ機能（ポインティング回数等のリソース残量）、様々な観測要求の達成
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度、全球の観測状況（時期、地域、雲量等）を総合的に考慮しており、年二回開催さ

れる日米 ASTER チームによるミッション運用（長期観測計画）協議において観測計画

と実績を評価し、次期半年間の長期観測計画に反映している。現段階で全球陸域の

99%以上の地域で観測実績があり、サイエンスユーザから運用に対して高い評価を得

ている。直近 3 年間においては、観測回数の尐ない極域や被雲率の高い熱帯雤林地

域や、あるいは、ごく一部の未観測地域に対しては、最優先の観測順位で計画を立

案している。また、ASTER GDEM の精度向上のためデータ欠損域における２６万シー

ンの新規データの観測を行っている。 

 

(ii) 観測データの入手・保存 

ASTER の観測データは全量入手し、その原データは次世代アーカイブシステムに

保存した。打ち上げ以降、平成２２年度末(2010 年度)までの年間総観測数は約２００

万シーンであり、平成 20 年度から 22 年度の観測数は約 50 万シーン、1 日あたりの

観測シーンは約 450 シーンが実績である。 
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図３－１－２－D－２５ ASTER 年間観測シーン数の推移 

 

(iii) 標準処理・高次処理実績 

標準処理・高次処理のプロダクト生産については、基本となるL1A処理は観測デー

タの全量の処理がされている。L１A 以降の高次処理プロダクトについては、オンデマ

ンド方式で要求後速やかに処理を行い、ユーザへのタイムリーな提供が実現してい

る。平成２０年度～２２年度の３カ年の累積 L1A 処理シーン数は約 48 万シーン、日平

均は約 440 シーンである。なお、システム更新により観測から L1A 処理に要する時間

が約３日から約１日と大幅に早まり、ユーザへのサービスが格段に向上した。 
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図３－１－２－D－２６ ASTER 年間処理シーン数の推移（L1B 及びオルソ処理含む） 

 

(iv) 一般観測要求（GPR）の実績 

ASTER では、一般ユーザからの観測要求を観測全体の 10%以下の範囲内で受け

付けている。これは、ユーザからの観測要求受け入れ後３カ月間、被雲率 20%以下の

データ取得ができるまで観測を繰り返すもので、直近３カ年の観測成功率は 50%に達

している。特に、ユーザ自身が、観測可能な時季を理解しながら要求を出すことがで

きるため、特定の時期・場所の観測が必要なユーザへの利便性が向上していること

がわかる。 

 

図３－１－２－D－２７ 過去 5 カ年の一般観測要求による観測結果 

（要求シーン数：棒グラフ全体、観測成功シーン数：棒グラフ上部） 
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(v) 配付実績 

ASTER 地上システムからデータ配付（無償：サイエンスユーザ配付及び有償：一

般ユーザ配付）を行っている。全配付数は２００３年以降大きな増減は認められない

が、一般ユーザ配付は漸増している。当初、利用者（ユーザ）への提供シーン数目標

は 5 万シーンとしたが平成２２年度末で 21.5 万シーンを配付しており、達成率は 430%

である。 
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図３－１－２－D－２８ ASTER 配付数（有償配付と無償配付） 

 

なお、有償配付のうち、資源ユーザと非資源ユーザへの配付状況を図３－１－２－

２９に示す。H18（FY2006）以降、コンスタントに資源ユーザへの配付を行っている。 

 

図３－１－１－D－２９ 資源ユーザと非資源ユーザへの有償配付数（年間総計） 

 

また、有償配付を受けたユーザの所属カテゴリを配付シーン数で表示した。図３－

１－２－D－３０の分類中、「地質・資源」および「国・自治体・特殊法人」のうち資源系

組織への配付数を合算したものが、上記資源ユーザへの配付数と同等となる。 
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図３－１－２－D－３０ 登録ユーザの所属分野で分類した配付数 

 

(vi) ASTER GDEM Ver.1 の配付実績（Ver.1 配付終了まで） 

ASTER GDEM Ver.1 は、平成 21 年 6 月 29 日に日米同時公開（配信開始）した。以

来、平成 23 年 10 月 11 日（Ver.1 配付終了日）までに、総計約 602 万タイル（タイルは

1°x １°（赤道付近で 60 Km x 60Km）のエリアに 30m x 30m ｸﾞﾘｯﾄﾞで標高値を定義し

たデータファイル）を配付した。ダウンロードしたユーザ数は、総計約 12 万ユーザであ

り、その利用分野（GEO/GEOSS13の 9 分野で分類）の内、資源関係は全体の約 9%で

ある。全体的には、災害、環境、水関係がトップ３の利用分野である。 
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図３－１－２－D－３１ ASTER GDEM の毎月のダウンロードタイル数 

                                                   
13 GEOSS：衛星データ及び地上観測データを統合した地球規模のシステム 
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図３－１－２－D－３２ 利用分野（GEO/GEOSS9 分野） 

 

(イ) PALSAR 地上システム運用 

PALSAR は平成１８年１月の打ち上げ後順調に観測を続け、定常運用期間の 5 年

を無事に終了し、その後も観測を続けたが、平成 23 年 4 月 21 日に衛星の電源障害

が発生し、5 月 12 日に運用停止となった。地上データシステムはハードウェアを含む

システムの更新・改良を適宜実施し、ユーザの利便性の向上や利用要求に答えるた

め、検索・注文機能の改良やプロダクトの拡充を行った。 

(i) 観測計画作成 

 PALSAR は当初作成した基本観測計画の達成度を考慮し、適宜見直しを行った結

果、８４％以上の観測を達成している。短期計画は資源ユーザ、利用研究等からの要

求を取りまとめ、1 週間に１回 JAXA への提出を実施した。 

なお、PALSAR の観測計画は JAXA 及びデータ利用機関と共同で策定しており、多

くの観測要求は共通観測として取り扱われてきた。経済産業省が特定した観測対象

域は図３－１－２－D－３３に示すとおりである。平成 23 年 3 月末の全球の観測状況

は図３－１－２－D－３４の PALSAR カバレッジマップに示すように、陸域堆積盆、海

域堆積盆を含む経済産業省の観測対象の何れでもほぼ 100%のデータが取得されて

おり、利用技術研究において活用されている。 
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図３－１－２－D－３３ PALSAR 観測計画対象地域（堆積盆等） 

 

 

図３－１－２－D－３４ PALSAR 全球観測状況（平成 23 年 3 月末まで） 

（青→黄→赤→黒 の順で観測頻度が高くなる） 
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(ii) 観測データの入手・保存 

 図３－１－２－D－３５に ALOS 打ち上げからの年度別 PALSAR 観測数の推移を示

す。打ち上げ当初は観測データの一部入手としていたが、平成 20 年度から観測デー

タの全量を入手しており、それ以前のデータについても再送要求により順次入手して

いる。その結果平成22年度末でそれまでの観測データの全量の約248万シーンの入

手・保存は完了している。今後は JAXA の海外受信分のデータを追加する予定。 
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図３－１－２－D－３５ 年度別 PALSAR 観測数の推移 

（平成 23 年 4 月 21 日(UTC)電源障害により ALOS 運用停止。以降観測なし） 

(iii) 標準処理・高次処理実績 

PALSAR の全量について L1.0 処理を行い、検索に必要なブラウズ等の作成を実施

した。さらに、干渉処理に必要な L1.1、画像判読用の L1.5、ScanSAR プロダクト L4.1、

偏波プロダクト L4.2 については、オンデマンドで作成した。L1.0、L1.1、L1.5、L4.1 及び

L4.2 の累計の生産数は 360 万シーン以上である。このうち、高次処理プロダクトの

L1.1、L1.5、L4.1 及び L4.2 について、平成 20 年～平成 23 年 9 月までの日平均生産

数は約 230 シーンである。 
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図３－１－２－D－３６ 

 年度別 PALSAR プロダクト（L1.1、L1.5、L4.1、4.2）生産・保存シーン数の推移 

 （平成 23 年度の生産シーン数は、9 月 30 日まで） 
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(iv) 配付実績 

これまでに累計１０万シーン以上の配付実績となり、目標を達成している。特に平

成２２年度から全球の金属鉱物資源探査用支援システムの開発が開始したことによ

り、配付数の大幅増がみられる。 
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図３－１－２－D－３７ 年度別 PALSAR プロダクト配付数の推移 

（平成 23 年度の配付数は、9 月 30 日まで） 

 

⑥次世代アーカイブシステムの研究 

（ア）システム概要 

衛星データの長期的なアーカイブ、データ処理・提供の継続を効率的に実施するた

めに、次世代アーカイブシステムを開発する。 

ASTER は、現時点において約 170TB を超えたデータが蓄積されている。従来，こう

した膨大な衛星データを処理・保存するために大容量テープライブラリシステムに基

づく地上データ処理システムが用いられてきた。しかし、テープベースのシステムでは

原データへの高速アクセスを行うことができないため、例えば幾何補正アルゴリズム

が改訂され全データを再処理する場合に、数年という多大な時間が必要となり、実際

上不可能となる。そのため次世代のアーカイブシステムとしては、大容量データを容

易に扱うことができ、かつ高速なデータ処理が可能となる最新の情報技術を適用した

新たな処理システムの構築が必要である。 

本研究では、ネットワーク上の計算資源を有機的に統合して利用することができる

グリッド技術を採用し、従来よりも格段に低コストで高速な衛星画像データ処理が可

能なアーカイブシステムを構築した。現在、ストレージシステムの容量は 1.0 PB を超

えており、これに ASTER 全過去データのアーカイブが完了し、新規観測データについ

ては毎日自動的にアーカイブシステム内に転送が実施されるようになっている。デー

タの保存については、グリッドミドルウェアであるグリッドデータファーム(Gfarm)を採用

し、PC クラスタの動的な追加をサポートするだけでなく、ファイル複製機能によってデ

ータの 2 重化を行うことでデータ欠損のリスクを大幅に軽減している。また、アーカイ

ブを担うクラスタと処理を担うクラスタを分離しており、容易に新たな処理クラスタを追
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加できる構成としている。これにより、大規模な解析が必要な場合にはアプリケーショ

ンを複数の処理クラスタで実行し、日々変動する処理容量に対応できる。21 年度に

はアルゴリズムの改修によって必要となった ASTER 全量再処理を実施し、従来は不

可能であった再処理が 1 年もかからずに完了したことを確認した。 

 

（イ）複数センサへの対応 

  ASTER に加えて PALSAR のアーカイブシステムの構築も実施した。PALSAR L1.0

データの総量は圧縮時でも 600 TB を超える大容量データである。このデータの全量

転送には高速回線を占有しても 1 年程度の時間が必要となる。このため、使用頻度

の高い東南アジアを中心とする一部データの次世代アーカイブへの保存を行った。 

  また、ユーザへのデータ提供インターフェースとして、ASTER、PALSAR といった複

数衛星データやこれら衛星データをより有効に活用するための地質データベース、堆

積盆データベース、地上観測等との統合検索が可能なシステムを開発した（図３－１

－２－D－３８）。このユーザインタフェースでは、アクセス可能な衛星データ・データベ

ースがチェックボックスで表示され、ユーザはそのチェックボックスをチェックするだけ

で複数のデータベースを利用することができる。また、WMS 配信されている地質図を

ユーザが必要に応じてベースマップとして表示・非表示を切り替える機能もある。

OGC 標準の WMS サービスで提供されているデータであれば、任意のデータセットを

ユーザインタフェースに表示することができる。検索を実行した結果を図３－１－２－

D－３９に示す。この様に、複数センサを指定した場合、それぞれのデータベースから

の結果を一つの画面で見ることが可能である。さらに台湾の Formosat2 及び MODIS

センサのデータも検索可能とした。この様に複数センサを同時に検索することにより、

ASTER データの大気補正処理に MODIS データを利用して処理することも可能となっ

た。これらの機能の多くは、OGSA-DAI によって提供されており、ポータルサイトの構

築にあたっては、証明書の管理と OGSA-DAI のクライアント API を用いている。 

 

図３－１－２－D－３８ 衛星データとベクトルデータの例 

（ASTER と PALSAR 及び MODIS によって取得された衛星画像と、北海道東北部の各種地質データ） 
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図３－１－２－D－３９ 検索結果画面 

（ユーザが指定したそれぞれのセンサのデータベースからの結果を一度に確認することが出来る） 

 

（ウ）処理オプションの充実とアルゴリズムの改修 

  PALSAR データの検索を実行すると、必要な処理レベルを選択する画面に遷移す

る（図３－１－２－D－４０）。処理レベルは SSC (Single-look Slant Range Complex)、

MSA (Multi-look Slant Range Amplitude)、MGA (Multi-look Grand Range Amplitude)、

MGG (Multi-look Grand Range Geocode) 及び MGO (Multi-look Grand Range Ortho) 

の 5 種類と多様な処理レベルを用意している。さらに、校正係数の付加、出力単位、

地図投影法、標高モデル等と豊富なオプション設定も可能である。 

  一方、ASTER データでは、多様な高次処理プロダクトを生成するためにアルゴリ

ズムを改修し、その成果をオプションとして実装している。現在、実装されているもの

を下に示す。 

- バンド 3B 幾何情報プロダクト 

- TIR バンド Radiometric re-calibration オプション 

- Radiometric re-calibration オプション 

- 地形効果を考慮したエアロソル補正を施した大気補正済反射率プロダ

クト 

- 温度・放射率プロダクト 

- 生成される画像の画像フォーマット，地図投影への対応 
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図３－１－２－D－４０ PALSAR データ要求画面 

（ここでは、SSC，MSA，MGA，MGG，MGO の処理レベルを指定できる他、校正係数の付加、出力単位、地図投

影法等の項目を指定出来る） 

（エ）国際標準への準拠 

  各機関から提供されるセンサのメタデータカタログのスキーマ14を統一するのは容

易ではない。そこで、地理空間情報の標準化を進めている OGC (Open Geospatial 

Consortium)で標準化が進められているカタログサービスである CS-W (Catalogue 

Service for Web)と GML (Geography Markup Language)の地球観測データのスキーマ

に関連する仕様について検討を行った。他のシステムとの接続性を考慮し，HTTP 上

でカタログ情報を交換するための CS-W (Catalogue Service for Web)を採用した。さら

に、スキーマの拡張性に優れる CS-W ebRIM EO Products を用いて ASTER のメタデ

ータカタログを構築した。実装にあたっては、100 万件以上のエントリをサポートしてい

る AIST CS-W を用いた。AIST CS-W は、内部に RDBMS を持たず全文検索エンジン

を利用することで、登録件数に依らない高い応答性能を実現している。複数のシステ

ムを連携させる上では、アカウント管理などを実現するためのセキュリティ基盤が重

要になる。ここでは、Tsukuba-GAMA を拡張し、Perl や PHP を用いたウェブサイトの構

築を可能にした。これにより、既存の WebGIS のポータルシステムを尐しの修正のみ

でグリッドセキュリティ基盤を用いて構築されたシステムへアクセスすることが可能と

なった。 

 

 

 

 

 

                                                   
14 スキーマ―：データベースの構造 
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３－１－３－D 特許出願状況等 

表３－１－３－D－１ 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論文の引

用度数 

特許等件数 

（出願を含む） 

特 許 等 の

実施件数 

ライセンス

供与数 

取得ライセ

ンス数 

国 際 標 準

への寄与 

 ７０  １     

＊論文、発表において、要素技術をまたがるものが多いため、要素技術別の件数の計上は困難であり、一括した

件数となっている。 

表３－１－３－D－２ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

 平成２０年度  

論文 石油技術協会 平成 20 年度春季講演会講演要旨集 

 「衛星画像から抽出した自然災害域情報の提供」 

 「石油・鉱物資源とリモートセンシング」 

H20.5 

論文 (社)日本リモートセンシング学会 平成 20 年度春季学術講演会論文集 

「インドネシア共和国東ジャワ、カンゲアン島周辺におけるテクトニクスと石油システム」 

「ASTER Global DEM（G-DEM）の作成と石油探査への応用可能性」 

「ALOS/PALSAR の紹介と石油探査への応用可能性」 

「GEO Grid における ASTER オンデマンド DEM モザイクの実装」 

「地球観測のための e インフラストラクチャーGEO Grid」 

「GEO Grid における全球土地被覆図検証システムの実装」 

H20.5 

論文 

日本写真測量学会平成 20 年度年次学術講演会論文集 

「GEO Grid における ASTER/DEM 作成および検証システムの実装」 

「GEO Grid による衛星情報の管理・処理・発信」 

「GEO Grid における災害軽減アプリケーションの実装」 

「衛星画像および既存の土地被覆図の組合せによる全球都市域マッピング手法に関する研

究」 

H20.6 

論文 

日本リモートセンシング学会誌 

「佐賀におけるエアロゾルの光学的特性の長期観測結果に基づく ASTER/VNIR の代替校

正」 

H20.6 

論文 

先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS 2008 論文集 

「衛星観測データの処理と保管のためのストレージシステムの性能評価」 

「地球観測グリッドにおけるセキュリティ基盤の設計と実装」 

H20.6 

論文 

Proceedings of ISPRS 2008 

「Validating Global Digital Elevation Models with Degree Confluence Project information and 

ASTER-DEM on GEO Grid」 

「WIKI based INTERNET RESOURCES AND DATASETS database updating system」 

「EVALUATION OF LARGE-SCALE STORAGE SYSTEMS FOR SATELLITE DATA IN GEO 

H20.7 
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GRID」 

論文 

Proc. IGARSS’08 

「Development of 2 μ m InGaAs radiometer for preflight cross-calibration experiment」 

「A study on ASTER/MODIS radiometric and atmospheric correction」 

「Validating Global Digital Elevation Models with Degree Confluence Project information and 

ASTER-DEM on GEO Grid」 

H20.7 

論文 
情報処理学会論文誌 コンピューティングシステム 

「地球観測グリッドにおけるセキュリティ基盤の設計と実装」 
H20.8 

論文 IEEE Systems Journal   「Design Principles and IT Overview of the GEO Grid」 H20.9 

論文 Proc. SPIE  「ASTER on-board calibration status」 H20.9 

論文 
日本写真測量学会誌 

「改良ラングレー法に基づく太陽直達および周辺光計測器の校正精度の向上」 
H20.9 

論文 
IEEE transaction of GeoScience and Remote Sensing 

「Vicarious calibration of ASTER via the refelctance based approach」 
H20.10 

論文 

第 17 回地理情報システム学会学術研究発表大会論文集 

「ASTER 衛星画像と既存都市域マップの複合的利用による高精度・高分解能都市域マッピ

ング」 

H20.10 

論文 
平成 20 年度日本写真測量学会年次講演会論文集 

「GEO Grid における共通大気補正アルゴリズムの実装と評価」 
H20.11 

論文 

Proceeding of the 29th Asian Conference on Remote Sensing 

「Developing Urban Extent Map of High Accuracy and Resolution by Integrating ASTER 

satellite Images and Existing Urban Extent Maps」 

H20.11 

論文 

日本リモートセンシング学会第 45 回学術講演会論文集 

「人工衛星 SAR の校正情報が地震の建物被害推定に及ぼす影響」 

「初期校正後の ALOS PALSAR の校正観測」 

H20.12 

論文 
情報処理学会研究報告 

「Tsukuba-GAMA: E-サイエンス基盤のためのユーザ管理システムの設計と実装」 
H20.12 

論文 
Proceedings of 4th IEEE International Conference on e-Science 

「VO-enabled Service Harmonization in the GEO Grid」 
H20.12 

論文 

Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS) 

「Study on Absolute Calibration Coefficient Improvement for ALOS PALSAR Data after 

Initial Calibration Check」 

H21.3 

論文 

Online publication from Advances in Space Reasearch, Elsevier 

「Sensitivity analysis for air temperature profile estimation method around tropopause using 

simulated AQUA/AIRS data」 

H21.3 

論文 
写真測量とリモートセンシング 

「ASTER/VNIR 画像と既存都市域マップの複合的利用による高精度・高分解能都市域マッ
H21.3 
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ピング手法の開発」 

論文 
第 16 回リモートセンシングフォーラム資料集 

「全球都市域マッピングにおける地名辞典の利用可能性の検証」 
H21.3 

発表 

日本地球惑星科学連合 2008 年大会 

「GEO Grid 上での 3 次元地形データモザイクサービス」 

「GEO Grid の開発：ニューラルネットワークによる地すべり危険度マップ作成アプリケーショ

ン」 

「GEO Grid: 地球観測グリッドの設計と実装」 

H20.5 

発表 
The 7th ALOS Calibration and Validation Science team meeting (CVST7) 

「PALSAR Calibration and Validation Plan of AIST」 
H20.5 

発表 

日本リモートセンシング学会第 44 回学術講演会 

「偏光観測によるエアロゾル複素屈折率および粒径分布推定」 

「非線型最小による AIRS データを用いた気温/水蒸気鉛直分布推定」 

「近赤外波長域における大気組成吸収特性を用いた気温/気圧/相対湿度推定における誤

差解析」 

「偏光観測によるエアロゾルパラメータ推定における感度解析」 

「茶木茶葉構造モデルに基づく BRDF を考慮した茶葉育成モニタリング方法」 

「GEO Grid における全球土地被覆図検証システムの実装」 

H20.5 

発表 
日本気象学会 専門分科会 

「全球都市分布データの現状と GEO Grid を活用した全球都市分布データ作成」 
H20.5 

発表 
The 7th ALOS Calibration and Validation Science team meeting (CVST7) 

「PALSAR Calibration and Validation Plan of AIST」 
H20.5 

発表 

33rd ASTER Science Team Meeting 

「Field Campaign of Dec. 2007 for the Vicarious Calibration of ASTER/VNIR and SWIR」 

「Validation of atmospherically corrected reflectance on GEO Grid」 

「Re-calibration implementation status on GEO Grid」 

「Development of global road and human settlements map on GEO Grid」 

H20.6 

発表 
7th Cal/Val Team Meeting 

「Cross-calibration using multi satellite sensors database federation on GEO Grid」 
H20.6 

発表 
Internaional Symposium on Space Technology and Science 

「Comparison of ASTER TOA radiance with MODIS」 
H20.6 

発表 

日本写真測量学会平成 20 年度年次学術講演会 

「GEO Grid における ASTER/DEM 作成および検証システムの実装」 

「衛星画像および既存の土地被覆図の組合せによる全球都市域マッピング手法に関する

研究」 

H20.6 

発表 
AOGS2008 5th Annual General Meeting 

「Landslide susceptibility mapping application on GEO Grid」 
H20.6 
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「On-demand DEM mosaic generation service on GEO Grid」 

発表 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Boston 

「Development of 2 μ m InGaAs radiometer for preflight cross-calibration experiment」 
H20.7 

発表 

The XXI Congress The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

「Validating Global Digital Elevation Models with Degree Confluence Project information and 

ASTER-DEM on GEO Grid」 

H20.7 

発表 万国地質学会議 IGC オスロ 「日本の地質構造発達史」 H20.8 

発表 

国際火山学会総会（IAVCEI2008) 

「A pyroclastic flow simulation on GEO Grid system: an introduction to the next generation 

hazard mapping」 

H20.8 

発表 
SPIE Europe International Symposium on Remote Sensing 

「ASTER on-board calibration status」 
H20.9 

発表 
研究集会 SAR・赤外センサによる地震・火山・地盤変動の監視・解析 

「PALSAR 画像から得られた 2008 年四川地震による地殻変動」 
H20.9 

発表 Tempbeijing 2008 「Development of 2 μ m InGaAs radiation thermometer」 H20.10 

発表 

第 17 回地理情報システム学会学術研究発表大会 

「ASTER 衛星画像と既存都市域マップの複合的利用による高精度・高分解能都市域マッピ

ング」 

H20.10 

発表 
日本測地学会第 110 回講演会 

「Multiple Aperture Interferometry(MAI)の中国四川大地震への適用」 
H20.10 

発表 
PRAGMA15 

「Tsukuba-GAMA: Flexible and easy interface for GSI」 
H20.10 

発表 

日本火山学会 2008 年秋季大会 

「GEO Grid 火山重力流シミュレーションシステム-次世代リアルタイムハザードマップの試

み-」 

H20.10 

発表 

International Symposium: Fifty Years after IGY 

「Overview and current state of GEO Grid」 

「Field Sensor Virtual Organization Integrated With Satellite Data on GEO Grid」 

「GEO Grid システムによる地球観測データ統合」 

H20.11 

発表 SC08 「GEO Grid システムによる地球観測データ統合」 H20.11 

発表 Symposium on the Renewable Energy and Environment（インドネシア） 

「Potential plantation site for Jatropha Curca using Satellite data Case Study in central 

Java, Indonesia」 

H20.11 

発表 
29th Asian Conference on Remote Sensing「Developing Urban Extent Map of High Accuracy 

and Resolution by Integrating ASTER satellite Images and Existing Urban Extent Maps」 
H20.11 

発表 
34th ASTER Science Team Meeting, Pasadena「Field Campaign for the Vicarious Calibration of 

ASTER/VNIR」 
H20.12 
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発表 
日本リモートセンシング学会第 45 回学術講演会論 

「マルチコア対応 SAR プロセッサの Web アプリケーション化」 
H20.12 

発表 
日本リモートセンシング学会第 45 回(平成 20 年度秋季)学術講演会 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測」 
H20.12 

発表 
第 118 回 ハイパフォーマンスコンピューティング研究発表 

「Tsukuba-GAMA: E-サイエンス基盤のためのユーザ管理システムの設計と実装」 
H20.12 

発表 
4th IEEE International Conference on e-Science 

「VO-enabled Service Harmonization in the GEO Grid」 
H20.12 

発表 

Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS) 

「Study on Absolute Calibration Coefficient Improvement for ALOS PALSAR Data after 

Initial Calibration Check」 

H21.3 

発表 
第 16 回リモートセンシングフォーラム 

「全球都市域マッピングにおける地名辞典の利用可能性の検証」 
H21.3 

発表 （財）国際資源大学校 平成 21 年度地域別研修リモートセンシングを活用した資源探査の基

礎コース 「金属鉱床地域におけるリモートセンシングデータ解析の実例 

「植生地域における ASTER および PALSAR データ解析」 

「PALSAR および ASTER データによる変質岩露頭の抽出」 

H21.3 

投稿 

衛星データ解析小委員会資料 

「2008 年 5 月中国四川省地震の PALSAR Ascending 観測から得られた地殻変動」 

「PALSAR 干渉画像から得られた 2008 年 6 月岩手・宮城地震による地殻変動 

「PALSAR 干渉画像から得られた 2008 年 5 月中国四川省地震による地殻変動」 

H20 

投稿 

地震調査委員会資料 

「2008 年 5 月中国四川省地震の PALSAR Ascending 観測から得られた地殻変動」 

「PALSAR 干渉画像から得られた 2008 年 6 月岩手・宮城地震による地殻変動」 

H20 

投稿 
地震予知連絡会東日本部会資料 

「PALSAR アセンディング・ディセンディング両画像から得られた 2 次元変位」 
H20 

投稿 
地震予知連絡会会報 

「PALSAR アセンディング・ディセンディング両画像から得られた 2 次元変位」 
H20 

出版 日本リモートセンシング学会作成の実利用手引書 「広葉樹・針葉樹分類のための推奨手法」 H20.8 

 平成２１年度  

論文 （社）日本リモートセンシング学会 平成 21 年度春季学術講演会論文集 

 「PALSAR データによるサトウキビ圃場の抽出と生育状況の把握」 

 「衛星搭載ハイパースペクトルセンサ Hyperion の石油探鉱への応用」 

「東アジアの ASTER 時系列オルソ画像と広域モザイクオルソ画像」 

H21.5 

論文 

情報処理学会シンポジウムシリーズ（先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS 2009 

論文集） 

「Tsukuba-GAMA: e-サイエンス基盤のためのユーザ管理システムの設計と実装」 

H21.5 
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論文 
日本写真測量学会 平成 21 年度年次学術講演会発表論文集 

「地名辞典のグラウンド・トゥルースとしての利用可能性の検証」 
H21.6 

論文 Trans. JSASS Space Tech 「Comparison of ASTER TOA radiance with MODIS」 H21.7 

論文 

Proc. IGARSS’09 

「Size-of-Source Effect and Distance Effect Estimation of Three Transfer Radiometers for 

Preflight Cross-Calibration Experiment」 

H21.7 

論文 
7th International Conference on Urban Climate 

「Developing Global Urban Extent Map of High Resolution with ASTER Satellite Images」 
H21.7 

論文 

Proceedings of IMEKO XIX World Congress 

「Uncertainty Estimation of Size-of-Source Effect Measurement for 650 nm Radiation 

Thermometers」 

「Temperature Coefficient of Topcon Radiation Thermometers」 

H21.9 

論文 
30th Asian Conference on Remote Sensing, Proceedings CD-ROM 

「Assessing Validity of Global Gazetteers as Ground Truth Data for Urban Mapping」 
H21.10 

論文 （社）日本物理探査学会 平成 21 年度秋季学術講演会論文集 

「グローバルオイルスリックマップ作成支援システムの研究開発」 

H21.11 

論文 （社）日本リモートセンシング学会 平成 21 年度秋季学術講演会論文集 

 「航空機ハイパースペクトルセンサ HyMAP を用いたラテライトニッケル鉱床有望地抽出技

術に関する研究」 

H21.11 

論文 
IEEE Trans. Geosci. Remote Sens 

「OCO/GOSAT Preflight Cross-Calibration Experiment」 
H22.1 

発表 International Conference Remote Sensing - the Synergy of High Technologies (Moscow, 

RUSSIA) 

「Application of ALOS PALSAR for building DEM and monitoring deformations on the surface 

of polar gas deposit areas.」 

H21.4 

発表 
International Symposium on Grid Computing (ISGC) 2009 

「Flexible Authentication and Credential Management for e-Science」 
H21.4 

発表 

日本リモートセンシング学会第 46 回学術講演会 

「ALOS PALSAR のクロス偏波校正観測」 

「修正カルマンフィルタによる MODIS および ASTER/VNIR のセンサーフュージョン」 

「長期地盤変動計測のための InSAR 時系列解析例」 

H21.5 

発表 

（社）物理探査学会 第 120 回(平成 21 年度春季)学術講演会 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測の技術的課題について」 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測の技術的課題について」 

H21.5 

発表 
日本写真測量学会 平成 21 年度年次学術講演会 

「地名辞典のグラウンド・トゥルースとしての利用可能性の検証」 
H21.6 

発表 （社）日本測量協会地理空間情報システム展 H21.6 
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「衛星搭載ハイパースペクトルセンサ Hyperion の石油探鉱への応用」 

発表 

Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2009 

「Size-of-Source Effect and Distance Effect Estimation of Three Transfer Radiometers for 

Preflight Cross-Calibration Experiment」 

「Calibration of Spaceborne Polarimetric SAR Data Using a Genetic Alogrithm」 

「A web application with visual SAR processor for education」 

H21.7 

発表 
7th International Conference on Urban Climate 

「Developing Global Urban Extent Map of High Resolution with ASTER Satellite Images」 
H21.7 

発表 

Proceedings of the SPIE 

「Reflectance based vicarious calibration of ASTER/VNIR with aerosol refractive index and 

size distribution estimation using measured atmospheric polarization irradiance」 

H21.8 

発表 The 26th PIERS 2009 in MOSCOW, RUSSIA (Progress in Electromagnetics Research 

Symposium)  

 「Monitoring surface deformation in a Siberia gas deposit area using ALOSPALSAR 

Interferometry」 

H21.8 

発表 SAR Workshop 2009 「ポラリメトリック SAR への PSO の適用」 H21.9 

発表 the 25th NORDUnet Conference 「GEO Grid Spider」 H21.9 

発表 

IMEKO XIX World Congress 

「Uncertainty Estimation of Size-of-Source Effect Measurement for 650 nm Radiation 

Thermometers」 

「Temperature Coefficient of Topcon Radiation Thermometers」 

H21.9 

発表 
30th Asian Conference on Remote Sensing 

「Assessing Validity of Global Gazetteers as Ground Truth Data for Urban Mapping」 
H21.10 

発表 

（社）物理探査学会 第 9 回国際シンポジウム 

「Long-range ground deformation measurement by InSAR time-series analysis.」 

「Long-range ground deformation measurement by InSAR time-series analysis.」 

H21.10 

発表 第４回アジア国際地質図編集会議 「日本の地質」 H21.10 

発表 PRAGMA 17 「How Grid Security works in GEO Sciences」 H21.10 

発表 リモートセンシング学会 「GEO Grid における ALOS PALSAR 処理システムの開発」 H21.11 

発表 SC09, 展示 「GEO Grid システムによる地球観測データ統合」 H21.11 

発表 

（社）物理探査学会 第 121 回(平成 21 年度秋季)学術講演会論文集 

「Envisat/ASAR データを用いた長期地盤変動計測例」 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測の結果と GPS、水準測量の関係について」 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測結果について」 

H21.11 

発表 

（社）日本リモートセンシング学会第 47 回（平成 21 年度秋季）学術講演会 

「InSAR 時系列解析による長期地盤変動計測結果について」 

「昇交と降交軌道観測ペアを用いたオルソ変換 SAR 画像の評価」 

H21.11 
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発表 
Workshop for Space, Aeronautical and Navigational Electronics 2009 

「Calibration of Spaceborne Polarimetric SAR Data Using Particle Swarm Optimization」 
H21.11 

発表 

36th ASTER Science Team Meeting 

「Field Campaign for the Vicarious Calibration of ASTER/VNIR」 

「Field Campaign Plan in Jan. – Feb., 2010 at Australia」 

「Surface Reflectance Comparison among AIST,SU, and UoA」 

「Update of Radiometric/Atmospheric Correction on GEO Grid」 

「Comparison of ASTER TOA radiance with MODIS」 

H21.12 

発表 

Proceedings of the ISPRS WG VIII/1 TS-4 

「 Suspected plume impingement influence onboard calibration system of 

Terra/ASTER/VNIR investigated through trend analysis onboard calibration data」 

H22.3 

投稿 アジア航測 技術報 For the Future 2009  

「中空間分解能衛星データを私用した自然災害域の抽出 副題：衛星データを利用した広

域災害状況の把握」 

H21.8 

特許 SAR データ処理方法及び SAR データ処理システム H22.3 

審査中 

 平成２２年度  

論文 都市における生物多様性とデザイン（URBIO2010：国際会議） 

「Wild bamboo forest mapping and the growth estimation in "SATOYAMA"  using satellite 

image」 

H22.5 

論文 
日本地球惑星科学連合 2010 年大会 

「ASTER 衛星画像を用いた都市域の高分解能自動マッピング」 
H22.5 

論文 （社）日本リモートセンシング学会 第 48 回（平成 22 年度春季）学術講演会論文集 

「ALOS PALSAR を利用したシベリア ガス田観測プロジェクトの紹介」 

「ASTER を用いた半植生域における地形効果および植生スペクトル影響低減手法を用いた

チリ中部斑岩銅鉱床地域の鉱徴評価手法の開発」 

「ASTER GDEM を組み合わせた PALSAR 干渉処理による高空間分解能 DEM の作成」 

「東アジア ASTER 広域モザイクオルソ画像の位置精度評価」 

「GEO Grid における ASTER DEM・オルソ作成」 

「GEO Grid による PALSAR データβ のラジオメトリックとポラリメトリック校正」 

H22.5 

論文 

Proceedings of AGILE 2010 

「Automatic Mapping of Urban Area in High Resolution with LLGC and Integration with 

Existing Urban Area Maps」 

H22.6 

論文 

Proceedings of IGARSS 2010 

「ASTER DIGITAL ELEVATION MODEL AND ORTHORECTIFIED IMAGES GENERATED ON 

THE GEO GRID」 

「 DEVELOPMENT OF ALOS/PALSAR DATA ON-DEMAND PROCESSING AND 

H22.7 
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PROVIDING SYSTEM ON GEO GRID」 

論文 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Science 

「Global Urban Area Mapping in High Resolution using ASTER Satellite Images」 

H22.8 

論文 
電子情報通信学会論文誌 

「Tsukuba-GAMA: e-サイエンスのためのユーザ管理システムの設計と実装」 
H22.10 

論文 日本リモートセンシング学会誌 「ASTER 代替校正のためのフィールド実験報告」 H22.11 

論文 
日本リモートセンシング学会第 49 回学術講演会講演論文集 

「PALSAR データによる冠水土壌の観測」 
H22.11 

論文 
Asian Conference on Remote Sensing 2010 

「Global Urban Area Mapping using Global ASTER Satellite Images」 
H22.11 

論文 

International Journal of Remote Sensing 

「Comparison of Atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete, 

Greece」 

H22.12 

論文 

日本写真測量学会誌 

「衛星搭載可視近赤外および短波長赤外放射計の代替校正のための偏光 観測によるエ

アロゾル複素屈折率および粒径分布の推定における感度解析および誤差 解析」 

H22 

論文 
情報教育ジャーナル 

「合成開口レーダ画像再生処理におけるパラメータ推定方法の改良」 
H23.3 

発表 

第 48 回日本リモートセンシング学会春季学術講演会 

「ASTER 画像検索における雲量情報の改善」 

「GEO Grid による PALSAR データβ のラジオメトリックとポラリメトリック校正」 

「C バンドおよび L バンドによる干渉 SAR 解析」 

H22.5 

発表 
（社）物理探査学会 第 122 回(平成 22 年度春季)学術講演会 

「長期地盤変動計測における C バンドと L バンドによる InSAR 時系列解析」 
H22.5 

発表 

The 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science: "Geospatial 

Thinking" 

「Automatic Mapping of Urban Area in High Resolution with LLGC and Integration with 

Existing Urban Area Maps」 

H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010 年大会 

「ASTER 衛星画像を用いた都市域の高分解能自動マッピング」 
H22.5 

発表 

2010 Western Pacific Geophysics Meeting 

「Automatic Mapping of Urban Area in High Resolution with LLGC and Integration with 

Existing Urban Area Maps」 

H22.6 

発表 

37th ASTER Science Team Meeting 

「Field Campaign for the Vicarious Calibration of ASTER/VNIR in Australia」 

「Stripe noise reduction in ASTER data」 

H22.6 
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発表 
73rd OGC TC meeting 

「OGC services in the Grid: Experiences from GEO Grid (Japan) and GDI-Grid (Germany)」 
H22.6 

発表 

Proceedings of IGARSS 2010 

「 DEVELOPMENT OF ALOS/PALSAR DATA ON-DEMAND PROCESSING AND 

PROVIDING SYSTEM ON GEO GRID」 

H22.7 

発表 Gfarm Workshop 2010 「GEO Grid における衛星データアーカイブの構築と運用」 H22.7 

発表 

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium(IGARSS) 2010 

「Development of ALOS/PALSAR data on-demand processing and providing system on GEO 

Grid」 

H22.7 

発表 

Proceedings of the 28th Committee on Space Research (COSPAR) Congress 

「Vicarious calibration of solar reflection channels of spaceborne based instruments with 

polarization measurements」 

「Comparison of at-sensor radiance estimated with measured size distribution of aerosol and 

that with Junge parameter derived from Angstrome exponent through optical depth 

measurements」 

H22.7 

発表 

Proceedings of the Conference on Characterization and Radiometric Calibration for Remote 

Sensing(CALCON 2010) 

「Trend analysis of onboard  calibration data of Terra/ASTER/VNIR and one of the 

suspected causes of sensitivity degradation」 

H22.7 

発表 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 

Science 

「ASTER digital elevation model and ortho-rectifed images generated on the GEO Grid」 

H22.8 

発表 
Proceedings of SPIE 

「An assessment of ASTER surface reflectance products generated by GEO Grid」 
H22.8 

発表 ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remotesensing)   Technical 

Commission VIII Symposium, Kyoto 

 「Sugarcane field mapping and growth monitoring using PALSAR data」 

 「Biofuel Field Mapping and Growth Monitoring Using PALSAR Data」 

「Regional scale lithologic mapping in western Tibet using ASTER thermal infrared 

multispectral data」 

「Applying Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

spectral indices for geological mapping and mineral identification on the Tibetan plateau」 

「Mapping hydrocarbon seepage-induced anomalies in the arid region, west China using 

multispectral remote sensing」 

「Regional scale lithologic mapping in western Tibet using ASTER thermal infrared 

multispectral data」 

「Applying Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

H22.8 
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spectral indices for geological mapping and mineral identification on the Tibetan plateau」 

「Mapping hydrocarbon seepage-induced anomalies in the arid region, west China using 

multispectral remote sensing」 

発表 
（社）物理探査学会 第 123 回(平成 22 年度秋季)学術講演会 

「DEM 改善手法としての干渉 SAR 処理について」 
H22.9 

発表 
SPIE Asia-Pacific Remote Sensing 2010 

「ASTER cloud coverage reassessment using MODIS cloud mask products」 
H22.10 

発表 

日本リモートセンシング学会第 49 回学術講演会論文集 

「ASTER と PRISM データによる都市の地表面温度と日陰の関係解析」 

「PALSAR データによる冠水土壌の観測」 

「小型三面コーナーリフレクタを用いた SAR 画像の検証」 

「干渉 SAR 解析と斜面ベクトル解析を用いた地震危険地域抽出の可能性について」 

H22.11 

発表 

The 31st Asian Conference on Remote Sensing 

「Development of a visual SAR processor and its calibration function」 

「Global Urban Area Mapping using Global ASTER Satellite Images」 

「Field Campaign for the Vicarious Calibration of ASTER/VNIR」 

H22.11 

発表 FOSS4G 2010 Tokyo 「GEOGrid における FOSS4G と OGC 標準の活用 H22.11 

発表 

38th ASTER Science Team Meeting 

「Field Campaign Plan in Jan. 2011 at Australia」 

「Lake Tuz Gölü, Turkey」 

「Analysis of ASTER VNIR Stripe」 

H22.12 

発表 
日本産業技術教育学会第 26 回四国支部大会 

「インタプリタ形式データ処理用プログラム言語による合成開口レーダ画像再生処理」 
H22.12 
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３－２－D 目標の達成度 

表３－２－D－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

①石油ガス探査利

用手法確立 

石油ガス鉱床タイプや地表状況等

に応じた資源探査利用手法の確立、

及び資源ニーズの変化に対応した利

用手法を確立すること。各項目の利

用手法確立に必要な事例件数の実

施を指標とする。 

背斜/植生、背斜/露岩、断層/植

生、断層/露岩の利用手法がほぼ確

立された。また、非在来型資源及び

大規模油田生産量監視については

衛星データ利用可能性が確認され

た。 

達成 

②広域地質・資源

情報マップ整備 

 衛星から得られる情報を利用しやす

い形式に加工し、３つのマップを整備

する。 

(ア)ASTER GDEM の高精度化(ver.2)

の整備 

 

(イ)オイルスリックデータベース構築

のスクリーニング完了 

(ウ)地質情報データベースとして、時

系列衛星データセット整備、堆積岩区

分システム開発、東アジア数値地質

図整備、及びその統合利用システム

の開発を行う。 

 

以下の各項目が開発・実現された。 

 

 

(ア)ASTER GDEM の空間分解能の

向上、欠損域の低減を行い、ver.2 を

完成させた。 

(イ)２２海域について、オイルスリック

の概査が完了した。 

(ウ) 地質情報データベースとして、

以下が完了した。 

・東アジア・アフリカ地域時系列衛星

データセット整備 

・堆積岩区分プロトタイプシステム開

発 

・500 万分の１アジア数値地質図作

成及び国際標準形式の配信準備 

・地質情報統合利用システムの基本

部位開発 

達成 

③解析アルゴリズ

ム開発 

衛星データ利用を促進するために、

実用化をめざした解析アルゴリズム

を開発する。 

（ア）土壌水分推定アルゴリズム開発 

 

（イ）PALSAR 再生処理技術開発 

 

（ウ）干渉 SAR 技術実用化 

 

（エ） 居住地マッピング整備 

以下の各項目が開発・実現された。 

 

 

（ア）土壌水分推定アルゴリズム開

発に必要な現地データ取得が完了。 

（イ）SAR 再生処理の高速化、種々

の機能追加が完了。 

（ウ）干渉 SAR 技術実用化では GPS

を併用した高精度化を確認。 

（エ）居住地マッピングでは、

達成 
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（オ）PALSAR DEM 処理高度化 

 

 

（カ）森林バイオマス抽出技術開発 

 

PALSAR 併用により都市域と非都市

域の分類精度を向上。 

（オ）PALSAR DEM 作成処理では、

スタック処理により高精度化が図ら

れた。 

（カ）森林バイオマス抽出技術が完

成され、特許申請を行った。 

④衛星データ品質

管理 

ASTER 及び PALSAR の校正検証

により品質管理を行い、所定の精度

を確保すること。 

  期間中の衛星データ品質が定め

られた精度内に収まっていることを

確認した。 

達成 

⑤ ASTER 及 び

PALSAR 地上シス

テム運用 

定常運用を行い、目標とした観測

データの全量入手・保存、標準・高次

プロダクトの生産、配付数を達成す

る。 

期間中の観測データの全量入手・

保存、標準・高次データのユーザへ

のタイムリーな提供、配付数等の数

値目標は ASTER、PALSAR とも達成

された。 

達成 

⑥次世代アーカイ

ブシステム研究 

ASTER および PALSAR データのア

ーカイブシステムとして、1.0 PB 以上

のストレージを保有し、ASTER 全量デ

ータおよび PALSAR の一部データの

アーカイブを実現する。 

アーカイブデータは新たに 2 種類以

上の最新の高度化アルゴリズムを追

加し、1 日 2 万シーン以上の標準およ

び高次処理行う。 

データ提供システムとして，2 種類

以上の OGC 標準に対応したシステム

の構築を行う。 

ASTER 全量および PALSAR の一

部データのアーカイブを完了。 

ASTER の高度化アルゴリズムは 4

種類以上更新され、1 日 2 万シーン

を超える処理が可能となっている。 

OGC 標準への対応として、ブラウズ

画像には WMS サービスを、カタログ

データには CSW を採用している。 

ストレージ容量、高度化アルゴリ

ズムの数、1 日の処理シーン数およ

び国際標準への対応の全てにおい

て目標を達成している。 

達成 
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４－D 事業化、波及効果について 

４－１－D 事業化の見通し 

（１） 成果の利用主体 

石油資源探査・開発への衛星データ及びその利用技術の実成果並びに費用対効

果の観点からは、鉱区入札前の検討材料としての利用、探鉱作業の費用対効果向

上、非在来型資源開発適地絞り込みにおける事業化が見込まれる。さらに、SAR 差

分干渉技術による世界の陸上主力油田の生産状況の監視は、情報が制限されてい

る中東諸国の油田群の油田の衰退状況をモニターとして利用できるため、国のエネ

ルギー安全保障の検討資料として有効である。したがって、石油ガス探査利用手法

の成果利用主体は、国内資源企業や商社、及び資源エネルギー戦略を立案する公

的機関である。 

また、広域地質・資源情報マップ整備のうち、石油ガス資源用に特化したオイルス

リックデータベース等は、公的機関としては資源エネルギー庁、（独）石油天然ガス・

金属鉱物資源機構が、民間企業としては石油資源開発企業や商社が利用主体であ

る。一方、汎用的な情報である全球 DEM（ASTER GDEM）や地質情報データベースに

ついては、様々な分野における基礎情報であることから科学的利用から商用利用ま

で幅広いユーザが利用主体である。 

一方、ASTER 及び PALSAR データについては、品質が保証されたデータを長期に

亘り安定的に提供しており、広く一般にも利用が進められるところである。 

例えば、ASTER 及び PALSAR の有償配付実績をみると、公的機関や資源ユーザ

以外に、衛星データ加工分野や農業への利用が進められるとともに、JICA 等の国際

支援の分野などで広く利用されている。 

さらに、解析アルゴリズムの成果について、民間の事業化が見込まれるものとして

は、森林バイオマス量推定技術が有望であり、地球温暖化に関する排出権クレジット

におけるベースラインの基本データとして活用できるため、京都議定書以降の枠組み

の議論において、戦略上の重要なツールになりうると考えられる。 

 

（２）事業化にいたる期間 

資源分野においては上記のとおり、成果の利用は進められているため、事業化は

一部では実現しているといえる。ただし、資源開発企業は他の様々な分野へ技術の

展開を図ることには消極的であるため、広い意味の事業化に至ることは期待できな

い。 

一方、広域のマップや汎用的な解析技術は衛星データ付加価値ビジネス企業の一

部で利用されるものであり、事業化が推進される機運は高まってきている。すでに、

業界団体も設立されており、今後数年程度で事業化が見込まれると考えられえる。 

 

（３）問題点、その解決方法等 

衛星データ利用の普及について、長期継続的なデータが不十分なこと、センサ毎
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に配付機関が異なっていること、などデータ利用サービスが十分であるとは言えない

のが現状である。宇宙基本計画においても、衛星の継続性やデータ入手のワンストッ

プサービスの推進などが示されており、ようやく利用普及に向けた解決策が検討され

たところである。しかしながら事業化において最も重視されるのはデータの安定供給

であることは否めない。例えば、PALSAR の利用技術がいくつか確立され事業化の機

運が高まったものの、その後継機ではセンサ仕様の継続性がないことや、観測期間

に 2 年以上のラグが発生することなど事業化促進への阻害要因となっている。したが

って、今後の地球観測衛星の運用において事業化を考慮するとなれば、同一機種の

複数運用が最も重要な解決方法と考える。 

 

４－２－D 波及効果 

（１） 成果の高度化等に関する波及効果事例 

全球の数値標高データ ASTER GDEM は GEOSS（全地球観測システム）への貢献

のスキームの下に， NASA/LPDAAC とともに世界のユーザに対して無償で配付を行

っており、高い評価を得ている。これは、地球観測における国際的な我が国のステー

タス提示に貢献しているものの代表例である。 

また、資源国との関係強化のために、共同研究として技術移転を含む研究を行っ

ており、例えばガス資源が豊富に存在する西シベリアにおいて、地盤変動監視の研

究を、ロシア最大のガス企業と進めている。 

また、地球温暖化削減に関する京都議定書以降の枠組みへの対応として、

PALSAR を利用した森林モニタリング及びバイオマス推定は強力なツールとなり、炭

素クレジット取引等の際に有利なものとなることが期待される。 

 

（２） 当初予想していなかった波及効果の事例 

上記、ロシアにおける共同研究の波及効果として、日本の衛星システムの輸出に

つながるような見込みも出てきたこと、また、利用研究やデータ整備を重点的に実施

している東南アジアにおいても、日本の衛星機器輸出にむけた波及効果があがりつ

つある。 
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５―D 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－D 研究開発計画 

 

（１） 事業計画 

 資源探査への利用方法の確立では、ニーズと衛星データの特性を考慮したマトリッ

クスを設定し、国内資源利用者の関心が高い課題・地域を優先的に実施した。また、

広域資源地質情報整備では、海外の宇宙関連機関の動向などから研究課題を絞り

込み、世界最高レベルの精度や、他に開示されていない情報に特化して研究を進め

た。 

ASTER は当初設計の２倍以上の運用を継続しており、地上システムの設備更新や

次世代システム研究について、予算規模を考慮しながらシステムの機能が中断・停

止しないように努めている。PALSAR については、衛星の打ち上げ遅れはあったもの

の、運用開始後は順調に観測が実施された。入手するデータは、当初 JAXA との取り

決めでは堆積盆を中心としたデータのみとしていたが、システムの性能向上もあり、

また将来 JAXA からのタイムリーな入手の不確実性もあり、全量入手に変更した。 

 以上のように、研究実施中に一部の計画変更はあったものの、中間評価期間内の

事業全体としては、順調に研究が進められた。 

 

表５－１－D－１ 研究開発計画 

実施項目／年度 ～１９ ２０ ２１ ２２ ２３～ 

①石油ガス探査利用手法

確立 

 

 

     

②広域地質・資源情報マ

ップ整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

トラップ構造・地表状況に応じた解析手法確立 

 

GDEM 1 GDEM２開発 

東アジア数値地質図の整備 

 

統合化システム構築 

 

非在来型資源への利用技術確立 

堆積岩区分システム開発 

オイルスリック DB スクリーニング オイルスリッ

ク高精度抽

出 

時系列衛星データセット整備 
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③解析アルゴリズム開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

④衛星データ品質管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

⑤ASTER 及び PALSAR

地上システム運用 

 

 

     

⑥次世代アーカイブシス

テム研究 

 

 

 

 

 

 

     

 

ASTER 幾何補正精度検証 

PALSAR DEM 処理高度化 

ASTER 放射量代替校正 

２個以上の ASTER 高度画像補正技術の開発・検証 
４個以上

の開発・検

証 

干渉 SAR 技術実用化 

土壌水分推定アルゴリズム開発 

PALSAR 再生処理技術開発 

処理オプションの充実とアルゴリズムの改修 

ASTER 地上システム運用 

居住地マッピング整備 

 

森林バイオマス抽出技術開発 

PALSAR 校正検証 

PALSAR 地上システム運用 

ASTER 全量保存 PALSAR 全量保存 

複数センサ対応 

国際標準対応 

土壌水分

マップ作成 



D-61 

５－２―D 研究開発実施者の実施体制・運営 

（１） 研究開発の実施体制 

本事業は、経済産業省からの直接委託事業として、（財）資源・環境観測解析セン

ターと（独）産業技術総合研究所が共同で実施している。前者は石油資源への利用

に直接つながる実用研究と地上システム運用を担当し、その研究の一部は資源開発

企業を中心とする民間企業に外注している。後者は先端的研究や次世代アーカイブ

等を担当し、その研究の一部を大学等に再委託して実施している。中間時点での実

施体制を図５－２－D－１に示す。 

 

 

図５－２－D－１ 研究実施体制図 

 

目標の評価や技術の指導に、下記に示す委員会を設置した。 

 

（平成 18 年度～） 

経済産業省 

独立行政法人産業技術総合研究所 財団法人 

資源・環境観測解析センター 

東京大学 

京都大学 

 

長崎大学 

佐賀大学 

茨城大学 

名古屋大学 

独立行政法人 

国立環境研究所 

 

石油資源開

発企業 

金属資源開

発企業 

衛星メーカー

等企業 

委員会 

ASTER 

PALSAR 
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表５－２－D－２ ASTER データ利用委員会名簿 

 

表５－２－D－３ 日米ＡＳＴＥＲサイエンスチーム名簿 

日本側 米国側 

氏 名 所  属 氏 名 所  属 

天野  博 ＪＯＧＭＥＣ Elsa Abbott ＪＰＬ/NASA 

新井 康平 佐賀大学 Michael Abrams ＪＰＬ/NASA 

石山  隆 千葉大学 Stuart Biggar Univ. Arizona 

岩崎  晃 東京大学 Nina Cole ＪＰＬ/NASA 

岩下  篤 東海大学 Robert Crippen ＪＰＬ/NASA 

浦井  稔 産業技術総合研究所 Ken Duda USGS/EROS 

加藤 雅胤 ＥＲＳＤＡＣ Bjorn Eng ＪＰＬ/NASA 

菊池 雅邦 ＪＡＲＯＳ Alice Fong   

岸野 元彰 元 理化学研究所 Gary Geller ＪＰＬ/NASA 

氏 名 所     属 

山口  靖（委員長） 名古屋大学大学院環境学研究科 地球環境科学専攻 教授 

天野  博 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油開発技術本部 

技術調査部 技術情報管理課 調査役 

新井 康平 佐賀大学 理工学部 知能情報システム学科 教授 

石山  隆 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター グランドフェロー 

岩崎  晃 東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻 教授 

岩下  篤 東海大学 産業工学部 環境保全学科 教授 

大木 永光  (財)資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構 

資源探査用観測システム研究開発部 担当部長 

乙井 康成 国土地理院 地理調査部 環境地理課長 

岸野 元彰 元 理化学研究所 生態物理化学研究室  

斎藤 元也 東北大学大学院農学研究科 教授 

作野 裕司 広島大学大学院工学研究科 社会環境システム専攻 助教 

外岡 秀行 茨城大学 工学部情報工学科 准教授 

福江 潔也 東海大学 情報理工学部 情報科学科 教授 

松永 恒雄 国立環境研究所 地球環境研究センター 地球環境データベース推進室 室長 

宮武 修一 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源開発本部 

資源探査部 探査技術開発課 課長 

森山 雅雄 長崎大学 工学部 情報システム工学科 准教授 

六川 修一 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 教授 
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斎藤 元也 東京工業大学 Alan Gillespie Univ. Washington 

佐藤  功 産業技術総合研究所  Gordon Hamilton   

作野 裕司 広島大学 Simon Hook ＪＰＬ/NASA 

津  宏治 ＥＲＳＤＡＣ Jeff Kargel Univ. Arizona 

土田  聡 産業技術総合研究所  Shunlin Liang   

外岡 秀行 茨城大学 Leon Maldonado ＪＰＬ/NASA 

中村 孝之 国土地理院 Jeff Masek   

中村 良介 産業技術総合研究所 Dave Meyer ＵＳＧＳ 

二宮 芳樹 産業技術総合研究所 Dave Pieri ＪＰＬ/NASA 

福江 潔也 東海大学 Matt Pritchard Cornell 

藤定 廣幸 センサ情報研究所 Mike Ramsey U. Pittsburgh 

松永 恒雄 国立環境研究所 Howard Tan ＪＰＬ/NASA 

宮崎 芳徳 産業技術総合研究所 Kurt Thome Arizona State Univ. 

宮武 修一 ＪＯＧＭＥＣ Slawek Tulaczyk Univ. California Santa Cruz 

森山 雅雄 長崎大学 Matt Watson   

山口  靖 名古屋大学 Rick Wessels ＵＳＧＳ 

六川 修一 東京大学   

 

表５－２－D－４ PALSAR データ利用委員会名簿 

氏 名 所     属  （平成２３年 1 月末現在） 

六川 修一（委員長） 東京大学 人工物工学研究センター 共創工学研究部門 教授 

粟屋 善雄 岐阜大学流域圏科学研究センター 教授 

伊藤 陽介 鳴門教育大学大学院学校教育研究科生活・健康系コース(技術・工業・情報） 教授 

石塚 直樹 独立行政法人 農業環境技術研究所 生態系計測研究領域 研究員  

大内 和夫 防衛大学校電気情報学群電気情報工学科 教授  

大村 誠 高知女子大学 生活科学部 環境理学科 教授  

渋谷 和雄 国立極地研究所 地圏研究グループ 教授  

松岡 俊文 京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻環境資源システム工学 教授  

森山 敏文 長崎大学 工学部 電気電子工学科 助教  

山口 芳雄 新潟大学 工学部情報工学科 教授  
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表５－２－D－５ 期間中に開催された委員会一覧 

年度 ASTER データ利用委員会 

（日米 ASTER サイエンスチー

ム会議含む） 

ASTER データ利用委員会 

（分科会） 

PALSAR データ利用委員会 

平成 20 第 1 回 平成 20 年 6 月 9 日～

13 日 (33rd ASTER Science 

Team Meeting) 

第 2 回 平成 20 年 11 月 21 日 

第 3 回 平成 21 年 2 月 25 日 

第 1 回 平成 20 年 5 月 19 日 

第 2 回 平成 20 年 9 月 10～11

日 （ ASTER GDS/NASA 

Interface Meeting) 

第 3 回 平成 20 年 10 月 10 日 

第 4 回 平成 21 年 1 月 30 日 

第 1 回 平成 20 年 8 月 29 日 

第 2 回 平成 21 年 2 月 5 日 

平成 21 第 1 回 平成 21 年 6 月 8 日～

11 日 (35th ASTER Science 

Team Meeting) 

第 2 回 平成 21 年 11 月 11 日 

第 3 回 平成 22 年 2 月 25 日 

第 1 回 平成 21 年 5 月 28 日 

第 2 回 平成 21 年 9 月 29 日 

第 3 回 平成 21 年 11 月 25 日 

第 4 回 平成 22 年 3 月 23 日 

第 1 回 平成 21 年 10 月 16 日 

第 2 回 平成 22 年 2 月 12 日 

平成 22 第 1 回 平成 22 年 6 月 8 日～

11 日 (37rd ASTER Science 

Team Meeting) 

第 2 回 平成 22 年 11 月 17～

18 日 

第 1 回 平成 22 年 5 月 31 日 

第 2 回 平成 22 年 6 月 28 日 

第 3 回 平成 22 年 11 月 25 日 

第 4 回 平成 22 年 3 月 14 日 

第 1 回 平成 22 年 11 月 19 日 

第 2 回 平成 23 年 2 月 25 日 

 

（２） プロジェクトリーダー 

 なお、広範囲にわたる研究開発を効率的に運営・推進するために、本事業では、資

源・環境解析センターでは技術担当理事津宏治（元日本リモートセンシング学会会

長）を、また産業技術総合研究所では地質分野担当の研究コーディネータ佃栄吉を

それぞれプロジェクトリーダーとして、相互の連携体制を明確にするとともに、各研究

項目を担当するテーマリーダ、個々のテーマの取りまとめを担当するサブテーマリー

ダによる開発分担体制の下、本事業の運営を行っている。 

 

（３） 実施者間の連携 

表５－２－D－６ 研究開発課題別の研究開発実施体制 

 研究開発課題 主担当（担当ユニット） 連携・協力機関（民間

企業・独法・大学等） 

利 用

技 術

開発 

石油ガス探査におけ

る利用手法確立 

資源・環境観測解析センター（利用技

術研究部） 

資源関連企業 

地質・資源情報整備 資源・環境観測解析センター（利用技

術研究部） 

資源関連企業 

名古屋大学 
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産業技術総合研究所（地質情報研究

部門） 

茨城大学 

長崎大学 

解析アルゴリズム開

発 

資源・環境観測解析センター（利用技

術研究部） 

産業技術総合研究所（地質情報研究

部門、情報技術研究部門） 

国立環境研究所、東京

大学（2 学科）、京都大

学、佐賀大学、茨城大

学 

衛 星

データ

品 質

管理・ 

地 上

システ

ム 運

用 

衛星データ品質管理 資源・環境観測解析センター（利用技

術研究部、技術二部）） 

産業技術総合研究所（地質情報研究

部門、情報技術研究部門） 

NASA、JAXA 

ASTER 地上システム

運用・PALSAR 地上

システム運用 

資源・環境観測解析センター（技術一

部、技術二部） 

NASA 、 JAXA 、 民 間 企

業の複数社 

次世代アーカイブ研

究 

産業技術総合研究所（情報技術研究

部門） 

 

 

（４）成果普及体制 

本事業の成果は、年度ごとに成果報告書にまとめており、その成果報告書は有識

者も含めた資源企業や大学・研究機関に配付されている。産業技術総合研究所では、

研究開発を行う上で不可欠な関連情報の収集等については、継続的に実施するとと

もに、国内外の関連学会へ参加し、成果の発表と情報交換に積極的に行っている。 

①報告会・ワークショップ等 

毎年６月、東京にて（財）資源・環境観測解析センターの事業報告会を開催しており、

ここでは一般公開により事業の成果について報告し、広く成果の普及に努めている。

また、（独）産業技術総合研究所においても、各研究部門の成果報告会において、本

業務を紹介している。さらに、JICAによる海外研修生や資源関連業務で来日している

技術者への業務紹介も積極的に実施している。 

②広報活動および災害状況公表 

ASTER 及び PALSAR の研究事例やデータ入手方法等の広報活動を国内外の関

係学術会議を中心に実施している。具体的には日本リモートセンシング学会、日本写

真測量学会、日本物理探査学会、ISPRS (International Society of Photogrammetry 

and Remote Sensing) 、 IGARSS (International Geoscience and Remote Sensing 

Symposium)等で成果の紹介を行うとともに、企業展示を利用してデータ普及に努め

た。また、大規模災害等の発生直後には、緊急観測を実施し、被害状況が撮影され

た画像をホームページに公開している。具体的には、以下の災害の状況を公開した。 

・ 岩手・宮城内陸地震 

・ オーストラリア南東部の大規模森林火災 



D-66 

・ 霧島新燃岳の火山噴火 

・ グリーンランド ペテアマン氷河（Petermann Glacier）における巨大氷島の崩 

・ メキシコ湾における流出原油 

・ 東日本大震災（原データの無償提供も実施）                 など 

 

５－３―D 資金配分 

 本事業は昭和５６年度から平成２２年度まで継続して実施している委託研究事業で

ある。今回の中間評価の対象となる平成２０年度から２２年度までの事業費推移とそ

の内部配分（いずれも当初予算）を表５－３－D－１に示す。 

表５－３－D－１ 資金配分（平成 20 年度～平成 22 年度） （単位：百万円） 

研究項目／年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ３年間合計 

利用技術開発 480 434 284 1,198 

衛星データ品質管理・地上

システム運用 

1,120 1,043 904 3,067 

各年度の合計 1,600 1,477 1,188 4,265 

 

 利用技術開発については、資源分野はユーザニーズの把握により、より効果の高

い研究に重点を置くとともに、汎用性のある PALSAR を利用した解析アルゴリズム開

発に予算を充当した。また衛星データ品質管理及び地上システム運用については、

共同作業者である NASA 及び JAXA との協力・分担による業務の絞り込み、あるいは

地上システム運用ではオペレータ業務を 24 時間体制から日勤体制に変更するなど

の節約に努めた。 

 このように、研究開発の進捗状況や前回の中間評価の指摘を十分に勘案し、資金

の過不足がないように適切な資金配分を行い、最大の成果を得ることができるよう予

算の運用管理を行った。 

 

５－４－D 費用対効果 

石油資源開発は事前調査、鉱区獲得、広域調査、精密調査、試掘、埋蔵量把握、

開発井掘削、生産基地及びパイプライン敶設等のインフラ整備、生産と段階を追って

長期間にわたり進められる。衛星データは主に広域調査に活用されることから、アウ

トカムとしての石油資源発見・生産までのタイムラグが大きく、また衛星データは探鉱

全体のうちのひとつの情報収集手段でもあり、地震探鉱や試掘井における試験や貯

留層評価結果などを総合的に判断により意思決定を行うため、一般的に本事業であ

る衛星データ利用の費用対効果を定量化することは困難である。ただし定性的には、

以下に示すリビアでの鉱区獲得への貢献、またインドネシアにおける探鉱計画への

有用な情報提供による費用削減効果の見積もり、さらには世界の大規模油田の生産

量の情報収集などを勘案すると費用対効果は十分に大きいと考えられる。 
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①事例１．情報が限られる国における鉱区入札前の検討材料として 

2004～2006 年リビア鉱区入札；公開情報が限られ、日本企業が入札の値決めをす

るための独自資料となるものは衛星データが中心を担った。リビアについては 2 次ラ

ウンドを中心に INPEX, Japex, JX, MCX, MOECO 各社が 7 鉱区に参入し探鉱が行わ

れた。 

 

図５－４－D－１ リビア日系企業の落札鉱区 

 

②事例２．探鉱作業の費用対効果向上 

平成 21 年度に実施したインドネシア・ブトンを対象とした利用研究では、衛星画像

が持つ面としての情報が、2 次元地震探鉱の測線間隔の広さを補うことに貢献。急峻

な地形と熱帯植生のため作業効率が悪く、地震探査のコストは測線長 1km 当たり約

us$ 3 万を要したことから、衛星データによる測線長の短縮効果を約 100km（全体の

25％）と見積もると、us$ 300 万を節約できたことになる。 

 

図５－４－D－２ インドネシア・ブトンプロジェクトにおける地震探査測線の節約 

 

地震探鉱 

断面図 



D-68 

③事例３．コールベッドメタン開発好適地の絞り込み 

インドネシア・東カリマンタン州を対象に実施した、CBM 開発好適地の絞り込みで

は、衛星データが持つ面としての情報を活かし、対象とした 45,000km2 の中から検討

対象とすべき地域を約 6,500km2（約 14％）に絞り込むことができた。特に、アクセスの

悪い内陸部が検討対象になり得ないことを明らかにできたことは、今後の調査費用を

更に大幅に削減できたと言える。現段階では、CBM を対象として一時期に広域を対

象とする調査がなされることはないが、他の手段でこれに匹敵する調査を実施すれ

ば、10 億円単位のコストが見積もられる。 

 

図５－４－D－３ 

東カリマンタン CBM 開発好適地の絞り込みによる調査対象面積の削減 

 

④事例４．国のエネルギー安全保障の検討資料として 

平成 22 年度に研究を開始した、SAR 差分干渉技術による世界の陸上主力油田の

生産状況の監視は、情報が制限されている中東諸国の油田群の油田の衰退状況を

モニターすれば、油ガスの調達先を手当てすべき時期を判断するための、得難い資

料となる可能性がある。 
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図５－４－D－４ イラク・キルクーク油田の地表変動観測を通じた生産状況監視 

 

５－５―D 変化への対応 

（１） 技術動向・社会情勢・市場ニーズ等の変化への対応 

本事業においては、下記に示すようにさまざまな状況変化に対応してきている。 

①石油資源分野等ニーズ変化への対応 

石油資源分野では、リビア、イラク、ロシア等が西側諸国にも探鉱開発の門戸を開

き、日本の石油開発企業の鉱区取得、新規探鉱への支援のため、特に高度な解析

結果だけではなく衛星地質判読図や広域モザイク図のような基礎的資料を迅速に必

要とする要望があり、ASTER GDEM、オイルスリックデータベース等の整備を進めた。 

さらに、近年の原油価格高騰と技術革新により重要性を増している非在来型資源

のうち、コールベッドメタン（CBM）の開発好適地抽出技術の開発を行った。また、大

規模油田の生産状況監視のツールとなることが期待される差分干渉 SAR 技術の高

精度化研究を実施し、資源分野のニーズに対応した。 

②他分野での事例蓄積等の対応（前回中間評価指摘事項） 

前回の中間評価において石油資源分野以外の分野での実利用研究とその支援体

制の検討をすすめるべきとの指摘に対応して、環境分野、特に地球温暖化防止等に

係る環境監視に関する技術開発や差分干渉処理の高度化など災害分野への利用研

究を実施した。特に SAR データの利用については光学センサに比べてその利用が進

んでいないこともあり、SAR 技術開発に重点をおいた。 

また、金属資源分野については、特にレアメタル・レアアース資源の確保へ貢献す

るために、資源エネルギー庁により ASTER 及び PALSAR データを利用したグローバ

ルな金属資源探査支援 WebGIS システムの開発が進められている。本事業において

開発してきた、地質鉱物抽出手法や地質情報抽出手法、地質構造（リニアメント）抽

出手法等をこのシステム開発に適用し、グローバルな資源探査情報コンテンツの作
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成に活用している。 

③相互運用性向上のための標準化技術への対応 

IT 技術の進展により、インターネットを通じて様々な空間情報をやりとりすることが

可能になってきている。しかも、異なる国や機関から提出される様々なフォーマットの

データを標準化し、情報相互運用性の高い情報配信が求められている。そのため、

空間情報をやりとりするための GML、さらに地質情報を相互利用するための

GeoSciML 等の検討を開始した。地質図など様々な地質情報をこれらのプロトコルを

経由して、インターネット上で利用できるように標準化する技術の研究を進めている。 

 

（２） 代替的手段との比較 

①技術的比較 

石油資源遠隔探知技術の研究開発の遂行に際し、使用する衛星データについて

の経済的および性能的な比較検討を行ったが、資源用衛星センサは ASTER の特徴

である短波長赤外及び熱赤外データやステレオデータ、森林における透過能力の高

いLバンドをもつPALSARの性能と同程度のものは国内外に存在しないため、衛星を

利用した代替手段はない。一方、航空機等を利用した観測データによる代替は可能

であるが、実際には他国の領空内を自由に飛行しデータを取得することは困難なた

め代替手段とはなりえない。 

 

表５－５－D－１ 外国の衛星データとの仕様比較 

センサ名称 主な仕様 

空間分解能 スペクトル帯域 立体視 

ASTER 15m、30m、90m 可視近赤外、短波

長赤外、熱赤外 

同一軌道立体視 

SPOT（１～４号） pan 10m 、 マ ル チ

20m 

可視近赤外 隣り合う軌道ペア 

 

センサ名称 主な仕様 

空間分解能 波長 偏波 

PALSAR 10m L バンド 全偏波 

RADARSAT-2 ８m（Fine mode） C バンド 全偏波 

 

②経済的比較 

ASTER GDEM の作成には 170 万シーン程度のデータを用いている。同程度の全球

DEM を仏国の SPOT データを用いて作成することは、技術的には可能であり、例えば

雲なし良好なデータのみを選択して作成する場合では最低でも５万シーン（SPOT 観

測幅は ASTER と同じであるが、ステレオデータとするために陸域のカバーに２倍の画
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像が必要）が必要であり、その費用は約 145 億円となる。また、上記の金属鉱物資源

支援システムにおいても、全球の ASTER モザイク及び PALSAR モザイクにそれぞれ

５万シーン及び１０万シーン（単偏波と２偏波）程度のデータを利用しており、これらを

SPOT 及び加国 RADARSAT-2 で代用すると、それぞれ他の衛星データを購入した場

合は、約 145 億円及び 480 億円を要することになる。さらに実際にこれらのデータから

DEM 作成やシームレスのオルソモザイク作成に係る費用が必要となる。 

 

表５－５－D－２ 取得データを外国の類似データで代替する場合の費用比較 

項 目 利用シーン 代替センサ単価/シーン 代替する場合の総費用 

全球 DEM 整備 ASTER GDEM：170 万 SPOT ステレオ：5 万シ－ンｘ29 万円 = 約 145 億円 

全球金属資源

支援システム 

ASTER：５万 

PALSAR：10 万 

SPOT：5 万シ－ン X29 万円 

RADARSAT-2：10 万シ－ンｘ約 48 万円 

= 約 145 億円 

= 約 480 億円 

 

上記のとおり、石油資源安定確保のための世界中の有望地データ整備を行うに当

たっては、諸外国のデータで代替することは技術的にも経済的にも困難である。 

 

（３） 過去の中間評価への対応 

 宇宙産業プログラムに係る技術に関する施策・事業評価報告書（平成２１年６月産

業構造審議会産業技術分科会評価小委員会）において指摘のあった点についての

対応は以下のとおり。 

●研究開発から実利用における安定的な支援体制の構築と検証が必要 

 １）衛星の長期継続的なミッションによる安定的な運用についての検討 

光学センサの長期継続的な運用については、ASTER の後継の位置づけの

HISUI（マルチスペクトルとハイパースペクトル）センサの開発で対応。合成開口レ

ーダセンサの継続運用については、平成 25 年度に打ち上げが予定されている

JAXA の ALOS2 衛星に PALSAR 後継機が搭載されることで対応。 

観測データ・処理プロダクツの長期継続的運用については、衛星運用停止後

の効率的な運用として、次世代アーカイブシステム上に ASTER 及び PALSAR 全

量データをアーカイブすることと、高速な再処理プログラムの開発で対応。現在、

ASTER については全データ、PALSAR については東アジアを中心とした一部の

データの保管が完了。 

 ２）石油資源探査・開発に有効な基本要素技術の開発に基づいて、どの程度資源

有望地域の特定に寄与できているかについての実成果及び費用対効果の検証 

資源有望地域の特定については、「表３－１－１－D－１ 利用技術開発にお

ける資源探鉱・開発利用状況」に示したとおり、資源探査の鉱区参入、鉱区評価、

開発の初期段階及び開発計画検討段階などにおける実利用の状況を資源企業

へのヒアリング調査にて検証することで対応。 
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費用対効果については、探査の効率化などに関する効果の検証は実施した

（５－４－D の②及び③参照）が、資源発見に対する費用対効果については、資

源埋蔵量等に係る情報は企業秘密であるため、定性的な検証（（５－４－D の①

参照）にとどめる。 

 ３）公共の財として、石油資源探査以外の防災・環境分野での実利用研究とその支

援体制の検討 

地球環境・温暖化に関する分野への解析アルゴリズム開発の推進で対応。特

に、光学センサに比べてその実利用度が低い SAR データを中心に開発を進め、

そのうち、森林バイオマス量抽出技術については技術が確立し特許申請中であ

る。 

 

●成果のとりまとめにおいて、取得データや作成プロダクト数のみではなく、利用分野

毎の統計や利用方法などの分析、学術での活用事例などもとりまとめるべき 

ASTER、PALSAR の地上システムの成果については、同データの配付実績から、

利用ユーザの分野別統計を定常的に取得・分析することで対応。また、ASTER 

GDEM については GEO の定義する利用分野毎の統計を分析している。 

学術での活用事例については、ASTER については日米 ASTER サイエンスチー

ムを中心に分野毎の成果をとりまとめ、海外の学術誌（IEEE など）や国際学会

（AGUなど）における特別セッションでの報告で対応。PALSARについては、国内外

の学会等で研究事例の積極的な報告を行っているが、干渉 SAR の事例は多く見

受けられるものの、偏波の活用事例等についてはまだ十分ではなく、成果のとりま

とめへの対応は今後の課題としたい。 

 

●PALSAR については打ち上げが遅れたことにより達成度が低い部分も散見されて

いて、今後の改善をはかるべき 

PALSAR は平成 18 年 1 月の打ち上げ後順調に観測を続け、定常運用期間の 5

年を経過し、その後も観測を続けたが、平成 23 年 4 月 21 日に衛星の電源障害が

発生し、5 月 12 日に運用停止となった。PALSAR 地上データシステムはハードウェ

アを含むシステムの更新・改良を適宜実施し、ユーザの利便性の向上や利用要求

に答えるため、検索・注文機能の改良やプロダクトの拡充を行うことで対応。その

結果、当初の目標を大幅に上まわる観測数、処理数、配付数を達成した。 
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１－E 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－E 事業の目的 

 石油等の資源に恵まれない我が国において、その安定供給の確保を図ることは、

国民の安全・安心な生活の実現及び産業インフラの確保の観点から、国家基盤とし

て必須の重要課題である。 

 衛星を活用したリモートセンシング（遠隔探知）技術には、（１）産油国との調整を経

ずに、開発の有望性に関する評価が可能、（２）一度に広範囲の地域の分析が可能、

（３）立入りが困難な地域の分析が可能、等の利点がある。 

 欧米等の先進諸国においても地球観測のための大規模プロジェクトが競うように進

行しており、メジャーにおいても、鉱区取得・権益確保のためには、衛星画像データを

用いて地質構造分析を行い、大きな判断材料としている。 

 我が国においては、地球資源衛星１号（ＪＥＲＳ－１）が初の資源探査用衛星として

ＯＰＳ（光学センサ）及びＳＡＲ（レーダセンサ）を搭載し運用（1992年～1998年）されて

いたが、その開発成果を活かし、高性能化・高機能化を図った後継機の開発が望ま

れていた。 

 このような状況の中、本事業においては、光学センサであるＡＳＴＥＲ及びレーダセ

ンサであるＰＡＬＳＡＲを開発し、打上げ後は、その校正・精度評価を実施することによ

ってデータの健全性を維持するとともに、センサの安定した運用を図ることを目的とす

る。 

  

「極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム（ASTER）」 

（Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer） 

・光学センサ（以下の３つのセンサを搭載） 

  可視近赤外放射計（VNIR：Visible and Near Infrared Radiometer） 

  短波長赤外放射計（SWIR：Short Wave Infrared Radiometer） 

  熱赤外放射計（TIR：Thermal Infrared Radiometer） 

・平成 11年 12月 18日打上げ（現在も運用中） 

・米国ＮＡＳＡの衛星 Terraに搭載 

 

「次世代合成開口レーダ（PALSAR）」 

 ＜正式名称は、フェーズドアレイ方式 Lバンド合成開口レーダ＞ 

（Phased Array type Ｌ-band Synthetic Aperture Radar） 

・レーダセンサ（Lバンド合成開口レーダ） 

・平成 18年 1月 24日打上げ（平成 23年 5月 12日運用終了） 

・JAXAの衛星だいち（ALOS：Advanced Ｌand Observation Sateｌｌite）に搭載。 

・電子機器部を開発 

（アンテナ構造系については、科学技術庁／宇宙開発事業団（当時）が開発） 
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１－２－E 政策的位置づけ 

（１）事業の科学的・技術的意義 

世界の堆積盆地を対象に、石油を貯める地質構造と岩石分布の情報を入手して、

石油資源の探査から操業までを安全に効率的かつ精度よく行うためには、衛星デー

タの利用が有益であり、それに適合した高信頼・長寿命な衛星搭載用観測センサの

開発が必須になる。 

 

（２）社会的・経済的意義 

衛星搭載用センサを開発することにより、世界に対して我が国の工業技術の高さ

を示す機会になる。また、人工衛星から得られる観測データを用いたリモートセンシン

グ（遠隔探知）技術の高度化は、効率的な石油資源探査を可能とし、その経済的意

義は高い。加えて、近年、資源保有国へのリモートセンシングに関する技術移転は、

資源外交において重要な交渉材料となっている。 

なお、宇宙基本法（平成 20年法律第 43号）及び宇宙基本計画（平成 21年 6 月 2

日宇宙開発戦略本部決定）においては、資源・エネルギー供給の円滑化を含む宇宙

開発利用の推進が謳われている。また、リモートセンシング技術は、資源探査以外の

分野にも応用の可能性があり、本事業において開発されたセンサによって取得され

たデータの解析技術向上により、さらなる波及効果が見込まれる。 

  

（３）国民や社会のニーズ 

 エネルギー需要は年々増大しており、石油資源の消費もそれにともなって増加して

いる。このまま進めば石油資源の枯渇も懸念されており、国として新たな石油資源の

探査開発と、安定確保を図る施策が必須となる。 

 エネルギー基本計画（平成 22 年 6 月）においては、2030 年までに、我が国の石油

及び天然ガスを合わせた自主開発比率を 40％以上まで引き上げることを目標として

おり、本事業の成果を活用し、石油資源開発を効率的に進めていく必要がある。 

 また、今後の石油資源探査は地理的に不利なところが中心となるため、探査地域

の基礎情報（広域地質・地質構造に関する情報）の把握、現地調査計画の策定、試

掘位置の決定、補給ルートの把握等について、衛星データはその威力を発揮する。 

 

１－３－E 国の関与の必要性 

我が国のエネルギー政策上必要不可欠である、石油資源の安定供給の確保のた

めには、上述のとおり、衛星データの利用が効果的である。しかしながら、探査・開発

から操業までの期間は長期間を要し、一企業が衛星の開発・運用、取得されたデータ

の解析等を実施することは、非常にリスクが高い。 

したがって、世界的に激化している資源開発競争の中にあっては、国が率先して、

リモートセンシング技術の高度化を推し進め、石油資源開発に資する基盤技術を確

立することが重要である。 
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２－Ｅ 研究開発目標 

２－１－Ｅ 研究開発目標 

・地球観測センサの開発 

・軌道上運用 

 

２－２－Ｅ 全体の目標設定 

表２－２－Ｅ－１ 全体の目標 

要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

地球観測センサの開発   

（１）ASTER   

センサの製作 達成（評価済み） NASA との国際協力プロジェク

トとしてセンサの提供と NASA

支援 

衛星インテグレーション 達成（評価済み） 

打上げ NASA（成功） 

初期軌道チェックアウト 達成（評価済み） 

（２）PALSAR   

電子機器部の製作 達成（評価済み） JAXA との共同開発プロジェク

トとしてPALSAR電子機器部の

開発分担と JAXA支援 

衛星インテグレーション 達成（評価済み） 

打上げ JAXA（成功） 

初期軌道チェックアウト 達成（評価済み） 

軌道上運用   

（１）ASTER   

定常運用（5年間） 同左 ミッション要求 

後期運用（5年以上） 同左  

（２）PALSAR   

定常運用（5年間） 同左 ミッション要求 

後期運用（5年以上） 同左  

 

（注）定常運用の５年間は、打上げ後の初期チェックアウトを含む期間である。 

後期運用の５年以上は、定常運用の５年間を含む期間である。 
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２－３－Ｅ 個別要素技術の目標設定 

（１） ＡＳＴＥＲの運用目標 

ＡＳＴＥＲの定常運用においての目標指針として、軌道上５年間機器が正常に動作

し、ユーザへの正常な観測データ供給を継続することを目標とした。 

平成２０（２００８）年度から平成２２（２０１０）年度の評価は、定常運用段階と同様に

ユーザへ正常な観測データ供給を継続することとし、定常運用段階の目標指針と同

じとした。 

図２－３－Ｅ－１にＡＳＴＥＲを搭載している Terra衛星及びＡＳＴＥＲの構成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－Ｅ－１ Terra衛星とＡＳＴＥＲの構成図 
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ASTER部の拡大図
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表２－３－Ｅ－１に評価項目、評価指標を示す。 

 

①テレメトリデータの評価 

機器の温度、電流等のテレメトリデータが正常な値の中に入っていることを確

認するとともに、打ち上げ以降の時間経過に伴う変化を評価することで、機器が

正常に動作していることを確認する。 

②画像データの評価 

あらかじめ設定した場所を定期的に撮像した画像データを解析することで、機

器の性能が開発目標仕様を満足していることを確認する。 

③校正データの評価 

VNIR、SWIR、TIRの各放射計毎に機上校正システムを用いた感度、オフセット

値に関する校正データを定期的に取得し、経年変化の評価、その変化分の画像

データへの反映のための RCC (Radiometric Caｌibration Coefficient) テーブルを

作成する。 

・データ取得：１回/４９日 

・RCCテーブル作成：特性変化に応じて適時 

④データトレンドの評価 

寿命管理品目、特性値管理品目の動作時間について、状況を管理する。 

 

以上の目標項目の設定、評価指標はＡＳＴＥＲ機器の正常な運用を評価するため

に必要不可欠な項目、指標であり、これらをＡＳＴＥＲ機器の運用を行うにあたって設

定したことは妥当である。 
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表２－３－Ｅ－１ ＡＳＴＥＲ運用目標 

項番 運用・評価項目 評価方

法（注） 
評価概要 評価指標 

１． システム/CSP/MPS    

１．１ 動作確認 ① 通信インタフェースの確認 正常動作の確認 

１．２ 温度テレメトリ ① 温度テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

１．３ 電圧値 ① 電圧テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

１．４ 電流値 ① 電流テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

１．５ 寿命管理、特性値管理 ④ 各サブシステムの寿命管理品

目、特性値管理品目の値が適

切であることの確認 

設定範囲内の確認 

２． VNIR    

２．１ MTF（空間周波数特性） ② 直線状のターゲットで評価 仕様達成の確認 

２．２ 過渡応答 ② 輝度変化の大きな対象で評価 仕様達成の確認 

２．３ ダイナミックレンジ ② 一様な輝度の対象で評価 仕様達成の確認 

２．４ バンド間レジストレーション ② 同一場所を観測したときの差

異を評価 
仕様達成の確認 

２．５ ポインティング角度精度 ① エンコーダ出力の精度を確認 正常値の確認 

２．６ 温度制御特性 ① 温度テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

２．７ 光学校正データ ③ 校正データの算出、評価 校正値の更新 

２．８ 暗時校正データ ③ オフセットデータの算出、評価 校正値の更新 

２．９ 電気的校正データ ③ 校正レベル、ゲインが正常であ

ることの確認 
校正値の更新 

２．１０ 走査幅 ② 既知の対象で走査幅を評価 仕様達成の確認 

２．１１ 立体視角 ② 同一時点撮像の時間差から立

体視角を確認 
仕様達成の確認 

３． SWIR    

３．１ MTF（空間周波数特性） ② 直線状のターゲットで評価 仕様達成の確認 

３．２ ダイナミックレンジ ② 一様な輝度の対象で評価 仕様達成の確認 

３．３ 画素間感度偏差 ② 一様な輝度の対象で評価 仕様達成の確認 

３．４ ポインティング角度精度 ① 設定角度と駆動後の角度の差

分を評価 
正常値の確認 

３．５ 過渡応答 ② 輝度変化の大きな対象で評価 正常値の確認 

３．６ 冷却性能 ① 検出器温度テレメトリが正常で

あることの確認 
正常値の確認 

３．７ 温度制御 ① 温度テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

３．８ オフセット ③ オフセットレベルの算出、評価 オフセット値の更新 

３．９ 校正機能 ③ 校正データの算出、評価 校正値の更新 

４． TIR    

４．１ 感度偏差 ② 一様な輝度の対象で評価 仕様達成の確認 

４．２ 光学校正 ③ 校正データの算出、評価 校正値の更新 
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項番 運用・評価項目 評価方

法（注） 
評価概要 評価指標 

４．３ 暗時校正 ③ オフセットレベルの算出、評価 校正値の更新 

４．４ 電気校正 ③ 校正データの算出、評価 校正値の更新 

４．５ 経年変化評価 ① 温度テレメトリが正常値である

ことの確認 
正常値の確認 

４．６ 検出器温度 ① 検出器温度テレメトリが正常で

あることの確認 
正常値の確認 

４．７ チョッパ温度 ① チョッパ温度テレメトリが正常で

あることの確認 
正常値の確認 

４．８ 黒体温度 ① 黒体温度テレメトリが正常であ

ることの確認 
正常値の確認 

４．９ 画像信号出力 ② 出力データの確認 仕様達成の確認 

４．１０ ポインティング角度精度 ① 設定角度と駆動後の角度の差

分を評価 
正常値の確認 

（注）評価方法 

   ① テレメトリデータの評価、② 画像データの評価、③ 校正データの評価、④ データトレンドの確認 

   

（２）ＰＡＬＳＡＲの運用目標 

ＰＡＬＳＡＲの定常運用においての目標指針として、軌道上５年間ＰＡＬＳＡＲ電子機

器部が正常に動作し、ユーザへの正常な観測データ供給を継続することを目標とし

た。 

 表２－３－Ｅ－２に評価項目、評価指標を示す。 

①テレメトリデータの評価 

テレメトリデータ、観測補助データにより、機器の温度等が正常な値の中に入

っていることを確認する。（年４回評価） 

②画像データの評価 

画像データに異常がないこと、及び飽和レベルを確認することで、機器が正常

に動作していることを確認する。（年４回評価） 

③校正データの評価 

校正モードで、送受信モジュールの送信出力のモニタ、REＶ法による移相器

の校正により、アンテナを構成する送受信モジュールの動作が正常であること等

を確認する。（年４回評価） 

④データトレンドの評価 

送信出力、受信系雑音レベル、REＶ校正データのデータトレンドを確認し、機

器の健全性を確認する。（年４回評価） 

さらに平成２２（２０１０）年度から受信部アッテネータ特性、送信波形のデータ

トレンドの確認を過去のデータも含めて実施した。 

 

以上の目標項目の設定、評価指標はＰＡＬＳＡＲ電子機器部の正常な運用を評価

するために必要不可欠な項目、指標であり、これらをＰＡＬＳＡＲ電子機器部の運用を

行うにあたって設定したことは妥当である。 

またＰＡＬＳＡＲの電子機器部の構成を図２－３－Ｅ－２に示す。 
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表２－３－Ｅ－２ ＰＡＬＳＡＲ運用目標 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注） 
評価概要 評価指標 

１． 電子機器部    

１．１ 校正モード時の動作確認 ① 観測補助データによる動作モ

ード移行状況の確認 
正常動作の確認 

１．２ REVモード時の動作確認 ① 観測補助データによる動作モ

ード移行状況の確認 
正常動作の確認 

１．３ 観測モード時の動作確認 ① 観測補助データによる動作モ

ード移行状況の確認 
正常動作の確認 

１．４ データトレンドの確認 ④ 毎回の運用評価のデータによ

るデータ変動の確認 
変動値の確認 

２． 送受信モジュール    

２．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

２．２ 温度モニタ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

２．３ 送信出力 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

２．４ 水平偏波移相量 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

２．５ 垂直偏波移相量 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

３． 信号発生部    

３．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

３．２ 温度モニタ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

３．３ チャープ変調 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

４． 送信部    

４．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

４．２ 温度モニタ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

４．３ 送信出力 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

４．４ パルス幅 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

４．５ 校正信号出力 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

５． 受信部    

５．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

５．２ 温度モニタ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

５．３ 受信系利得 ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

５．４ ノイズレベル ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常値の確認 

５．５ アッテネータ設定パラメータ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 
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項番 運用・評価項目 
評価方

法（注） 
評価概要 評価指標 

６． データ処理部    

６．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

６．２ ダイナミックレンジ ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

７． システム制御部    

７．１ 動作確認 ① 観測補助データによる動作の

確認 
正常動作の確認 

７．２ 各機器の設定パラメータ ③ 観測補助データによる設定パ

ラメータの確認 
設定値の確認 

８． 送受信モジュール 電源   

８．１ 動作確認 ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

８．２ 温度モニタ ③ 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

９． 制御分配器    

９．１ 動作確認 ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

９．２ 温度モニタ ① 各モードでのテレメトリデータ

の確認 
正常値の確認 

１０． ＲＦ分配器    

１０．１ 動作確認 ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

１１． 電力分配器    

１１．１ 動作確認 ② 画像データによる確認 正常動作の確認 

１２． ＲＥＶアンテナ    

１２．１ 動作確認 ③ 校正モードでのテレメトリデー

タの確認 
正常動作の確認 

（注) 評価方法 

   ① テレメトリデータの評価、② 画像データの評価、③ 校正データの評価、④ データトレンドの評価 
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図２－３－Ｅ－２ ＰＡＬＳＡＲ電子機器部の構成 
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３－Ｅ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｅ 成果 

３－１－１－Ｅ 全体成果 

・地球観測センサの開発 

ＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲとも、センサの製作、衛星インテグレーションとも開発目標を

達成済みである。 

 

・軌道上運用 

 ＡＳＴＥＲはすでに定常運用（５年間）を平成１６（２００４）年１２月に達成済みで、

現在、後期運用を継続中である。また、ＰＡＬＳＡＲは定常運用（５年間）を平成２３

（２０１１）年１月に達成した。その後、後期運用に入り、ＡＬＯＳ「だいち」の電源異

常により、平成２３（２０１１）年５月に運用を停止した。 

 

・論文発表 

平成２０（２００８）年度～平成２２（２０１０）年度でのＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲの論文数、

講演数、その他発表数は合計５件である。 

 

３－１－２－Ｅ 個別要素技術成果 

（１）ＡＳＴＥＲの成果 

 ＡＳＴＥＲは、地表からの太陽反射光や熱放射に対する観測可能な波長帯が、可視

近赤外域、短波長赤外域、熱赤外域と広く、合計１４の波長帯に細かく分けて観測す

ることができ、岩石や鉱物の探査や地質構造の識別に優れた機能を有する高性能の

光学センサシステムである。 

 ＡＳＴＥＲは、ＮＡＳＡの EOS 計画の第１号衛星であるＴｅｒｒａ衛星に搭載されて平成１

１（１９９９）年１２月に打上げられた。軌道上での初期チェックアウトを経て、平成１６

（２００４）年１２月に設計寿命５年の定常運用期間を経過し、平成２１（２００９）年１２

月には軌道上寿命１０年を達成し、さらに現在でも後期運用を継続している。 

 ＶＮＩＲは、可視から近赤外域の観測波長（０．５２μ ｍ～０．８６μ ｍ）を、光学レンズ

を透過して、バンド１、２、３Ｎ、３ＢのＳｉ－ＣＣＤ（Silicon-Charge Coupled Device）検出

器により画像データを取得する望遠鏡ポインティング方式のプッシュブルーム型光学

センサである。また、ＶＮＩＲは直下視用と後方視用の２つの望遠境で構成されており、

直下視望遠鏡のバンド３Ｎと後方視望遠鏡のバンド３Ｂとの画像を組合せての立体視

機能を有している。 

ＳＷＩＲは、短波長赤外域の観測波長（１．６０μ ｍ～２．４３μ ｍ）を、光学ミラーで

反射して、バンド４、５、６、７、８、９のＩＲ－ＣＣＤ（Infrared- Charge Coupled Device）検

出器により、画像データを取得するミラーポインティング方式のプッシュブルーム型光

学センサである。 

ＴＩＲは、熱赤外域の観測波長（８．１２５μ ｍ～１１．６５μ ｍ）を、機械的走査ミラー

で反射して、バンド１０、１１、１２、１３、１４の熱赤外検出器により、画像データを取得

する走査ミラーポインティング方式のウィスクブルーム型光学センサである。 
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 また、ＳＷＩＲとＴＩＲは長寿命の高信頼性冷凍機を有しており、１０年以上を経過した

現在も正常に稼働している。長寿命化運用に係わるＡＳＴＥＲの信頼性評価は、ター

ゲット観測による画像評価と機器の健全性評価を基本としている。 

画像評価では、ＳＷＩＲは平成２０（２００８）年５月以降検出器の温度上昇により画

素出力が飽和し、画像取得ができなくなったが、ＶＮＩＲとＴＩＲについてはラジオメトリッ

ク性能としての分光特性及びジオメトリック性能としての幾何学的特性を評価し、正常

な画像データが取得できていることを定期的に確認している。ラジオメトリック性能に

ついては、経年変化によるＶＮＩＲとＴＩＲの感度低下を考慮し、必要に応じて感度補正

の校正を行っている。ジオメトリック性能については、識別可能な地表分解能（ＶＮＩＲ 

１５ｍ、ＴＩＲ ９０ｍ）が安定して確保されており、経年変化によるＭＴＦ（Modulation 

Transfer Function）の务化等のないことを検証している。 

健全性評価では、ＳＷＩＲを含めてＶＮＩＲとＴＩＲのテレメトリデータによる機器の正常

動作確認、ポインティング動作の累積回数管理、並びに温度・電流・電圧の特性値管

理によるトレンド評価を継続して行っている。この中で、ＡＳＴＥＲのポインティング回数

は、設計寿命５年の有効寿命を既に超えており、信頼性工学で定義されるバスタブ曲

線の摩耗故障期にあるとのリスク評価に基づき、異常/故障時の対策として、ＡＳＴＥ

Ｒの継続運用に係わる緊急対応マニュアルを整備している。 

 

（２）ＰＡＬＳＡＲの成果 

 人工衛星から得られる画像データを用いた石油資源の遠隔探知技術の開発と今回

のＰＡＬＳＡＲ運用成果の関係は以下となる。 

ＰＡＬＳＡＲはＡＬＯＳ「だいち」に搭載され、平成１８（２００６）年１月２４日に打ち上げ

られ、初期チェックアウト、校正検証試験を経て、平成１８（２００６）年１０月から定常

運用に入り、打ち上げ後５年の運用目標を達成した。 

その後の後期運用において、ＡＬＯＳの電源系トラブルにより平成２３（２０１１）年５

月１２日に運用を停止した。 

ＰＡＬＳＡＲは、運用停止までに２４０万シーンを超える観測データを取得している。 

また、各国の災害監視にも使用されており、「だいち」は多くの緊急観測に供された。

ＰＡＬＳＡＲは昼夜間、雲の影響を受けずに観測できる特徴により、「だいち」のセンサ

の中でも大いに活用されている。 

 打ち上げられた平成１８（２００６）年１月時点において、世界で唯一のＬバンドでフル

ポラリメトリ（電波の偏波に関して、パルス毎に水平、垂直と切り替え送信し、水平、垂

直同時受信することにより、４つの組み合わせの偏波データが取得できるもので、画

像解析により対象物の識別などに大きな効力を発揮する運用モード）のＳＡＲであり、

カナダ、欧州の衛星に搭載されているＣバンドＳＡＲ、ＸバンドＳＡＲに比べて、その植

生に対する優れた透過性は、植生下の地形情報の取得のみならず、森林のバイオマ

スをグローバルに評価する際に最大の利点があり、打ち上げ当時からＰＡＬＳＡＲデー

タに国内外の関係者から大きな期待が寄せられていた。 

 地理的にアクセス容易な地域の油田は開発され尽くし、今後石油探査の対象となる

のは奥地や海底等に限られ、衛星データによる広範囲の基礎情報データの収集が
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重要である。石油探査を効率的に進めるために、石油鉱床に関わる地質岩石分類・

地質構造解析、海底油田に関わる油徴抽出技術が必要とされる。 

 これらの技術はＰＡＬＳＡＲにおいて開発した機能性能の成果と次の関係にある。 

 

地質岩石分類：可変オフナディア角機能により最適入射角で多偏波ＳＡＲによる 

          地質分類手法 

地質構造解析：可変オフナディア角機能により最適入射角で多偏波ＳＡＲによる 

          地質構造解析手法 

油徴抽出   ：複数入射角による、高解像度・高Ｓ／Ｎ・高Ｓ／Ａ特性での浮上 

          微尐原油の検出 

 

 また、インターフェロメトリによる地殻のズレ／高低を知ることができ、断層（地形歪）

等の危険地域を避けた最適アクセスルートの選択、パイプラインの最適配管ルートの

選択が可能になるなど、ＰＡＬＳＡＲの開発成果は大きい。探査により石油鉱床が発見

された場合、産油国が求める環境と調和した資源開発が要求され、操業過程を含み

検証可能なモニタリングツールとなっている。東日本大震災、中国四川大地震等の地

震発生後の地殻変動についても多くの観測実績が出ている。また東日本大震災では

津波による浸水域の確認にも観測実績が出ている。 

 また、ＪＥＲＳ－１ ＳＡＲではできなかったビームを電子的に素早く走査できることを

利用したスキャンＳＡＲモードを具えており、観測幅２５０～３５０ｋｍの広域観測が可

能であり、ＳＡＲの昼夜間、雲に影響されず観測できることから、オホーツク海の流氷

観測にも使用されている。 

 観測対象の４偏波特性を取得するフルポラリメトリック機能は、資源探査用の情報

のみならず、植生の分類、地震などの災害による建物倒壊状況把握、洪水範囲の特

定等に威力を発揮しており、従来の単一偏波ＳＡＲでは得られなかった有用な観測に

使用されている。 

 ＰＡＬＳＡＲはその運用目標の５年を越えて運用され、有用な多くのデータを提供した。

これらのデータ提供を確保するために、ＰＡＬＳＡＲプロジェクトに関しては、平成２０（２

００８）年度～２３（２０１１）年度にＡＬＯＳ定常運用、後期運用におけるＰＡＬＳＡＲの健

全性を確認する運用評価を実施してきた。 
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３－１－３－Ｅ 特許出願状況等 

（１）研究項目別成果状況 

ＡＳＴＥＲおよびＰＡＬＳＡＲの研究項目別論文数、講演数、その他は発表数及び特

許出願数を以下に示す。 

 ＡＳＴＥＲ ＰＡＬＳＡＲ 

論文数 ４０（内英文２８） ７（内英文２） 

講演数 ２７ ２ 

他発表数 ６２ ３ 

特許出願数 ０ ０ 

 

（２）年度別成果状況 

ＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳＡＲの年度別論文数、講演数及び特許出願数を以下に示す。 

ＡＳＴＥＲ 

平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 計 

論文  ６ ６ ５ ６ ２ １ ２   １ ２  ３ １ ３ １  １   ４０ 

講演 ４ ２  ２ １ ３ ３   １  １ ３  ３ １   １  ２ ２７ 

他発表  ４ ４ ３ ４ ９ ６ 11 ８ ４ ３ １ ２ ２      １  ６２ 

特許                      ０ 

 

ＰＡＬＳＡＲ 

 

３－２－Ｅ 目標達成度  

（１） ＡＳＴＥＲ後期運用の目標の達成度 

今回の評価検討の対象期間である平成２０（２００８）年度から平成２２（２０１０）年

度は後期運用段階であるが、ミッション期間の目標指針を達成した場合と同様に、国

内会議である IOT (Instrument Operation Team) 会議、日米合同会議である

AST/ACT（ＡＳＴＥＲ Science Team/ＡＳＴＥＲ Calibration Team）会議と GDS I/F 

(Ground Data System Interface)会議で国内外の運用調整をしながらＡＳＴＥＲ機器運

用を進めた。これらを踏えた目標達成度は例年実施するＡＳＴＥＲセンサ委員会で審

議され、確認された。目標の評価結果を表３．２－１に示す。ＳＷＩＲは、平成１１（１９９

９）年１２月の衛星打上げから設計寿命５年を達成し、累積寿命８．５年を経過した平

成２０（２００８）年５月以降、検出器の温度上昇により観測データの取得ができなくな

った。詳細は後の節で記述する。

平成 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 計 

論文    ３ ３         １     ７ 

講演     １       1       ２ 

他発表         １ １ １        ３ 

特許                   ０ 
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表３－２－Ｅ－１ 平成２０年度～平成２２年度ＡＳＴＥＲ運用目標評価結果 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 運用の評価結果 

１． システム/CSP/MPS    

１．１ 動作確認   ① 正常動作の確認 目標達成 

１．２ 温度テレメトリ ① 正常値の確認 目標達成 

１．３ 電圧値 ① 正常値の確認 目標達成 

１．４ 電流値 ① 正常値の確認 目標達成 

１．５ 寿命管理、特性値管理 ④ 設定範囲内の確認 目標達成 

２． VNIR    

２．１ MTF（空間周波数特性） ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．２ 過渡応答 ② 仕様満足の確認   目標達成（注２） 

２．３ ダイナミックレンジ ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．４ バンド間レジストレーション ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．５ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

２．６ 温度制御特性 ① 正常値の確認 目標達成 

２．７ 光学校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．８ 暗時校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．９ 電気的校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

２．１０ 走査幅 ② 仕様満足の確認 目標達成 

２．１１ 立体視角 ② 仕様満足の確認 目標達成 

３． SWIR    

３．１ MTF（空間周波数特性） ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．２ ダイナミックレンジ ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．３ 画素間感度偏差 ② 仕様満足の確認 （注３） 

３．４ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

３．５ 過渡応答 ② 正常値の確認 （注３） 

３．６ 冷却性能 ① 正常値の確認 （注３） 

３．７ 温度制御 ① 正常値の確認 （注３） 

３．８ オフセット ③ 仕様範囲内に校正 （注３） 

３．９ 校正機能 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４． TIR    

４．１ 感度偏差 ② 仕様満足の確認   目標達成（注２） 

４．２ 光学校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．３ 暗時校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．４ 電気校正 ③ 仕様範囲内に校正 目標達成 

４．５ 経年変化評価 ① 正常値の確認 目標達成 

４．６ 検出器温度 ① 正常値の確認 目標達成 

４．７ チョッパ温度 ① 正常値の確認 目標達成 



E-17 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 運用の評価結果 

４．８ 黒体温度 ① 正常値の確認 目標達成 

４．９ 画像信号出力 ② 仕様満足の確認 目標達成 

４．１０ ポインティング角度精度 ① 正常値の確認 目標達成 

（注１） 評価方法 

   ①テレメトリデータの評価、②画像データの評価、③校正データの評価、④データトレンドの評価 

（注２） ＶＮＩＲとＴＩＲは、打上げ後の軌道上運用 10年間でセンサの検出感度が低下している傾向にあるが、

機上校正を行い、画像処理に必要な感度補正を行っている。 

（注３） SWIRは平成 20（2008）年 5月以降、検出器の温度上昇により観測画像の取得ができなくなったため、

当該項目の目標は未達となった。本不具合はトラブルシューティングにおいて回復不能との処置によ

り、平成 21年度以降は適用外とする。 

 

（２）ＰＡＬＳＡＲの目標の達成度 

 また、ＰＡＬＳＡＲプロジェクトに関しては、平成２０（２００８）年度から２３（２０１１）年

度までにＡＬＯＳの定常運用、後期運用における運用評価を実施してきた。 

 表３－２－Ｅ－２に、ＰＡＬＳＡＲの運用評価における評価指標と評価結果を示す。評

価結果は、表３－２－Ｅ－２に示すように、目標を達成している。 

 

表３－２－Ｅ－２ ＰＡＬＳＡＲの評価指標と評価結果 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 

平成２０～２３年度 

の評価結果 

１． 電子機器部    

１．１ 校正モード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．２ REVモード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．３ 観測モード時の動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

１．４ データトレンドの確認 ④ 変動値の確認 目標達成 

２． 送受信モジュール    

２．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

２．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

２．３ 送信出力 ③ 正常値の確認 目標達成（注２） 

２．４ 水平偏波移相量 ③ 正常値の確認 目標達成 

２．５ 垂直偏波移相量 ③ 正常値の確認 目標達成 

３． 信号発生部    

３．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

３．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

３．３ チャープ変調 ③ 正常値の確認 目標達成 

４． 送信部    

４．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

４．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 



E-18 

項番 運用・評価項目 
評価方

法（注 1） 
評価指標 

平成２０～２３年度 

の評価結果 

４．３ 送信出力 ③ 正常値の確認 目標達成 

４．４ パルス幅 ③ 正常値の確認 目標達成 

４．５ 校正信号出力 ③ 正常値の確認 目標達成 

５． 受信部    

５．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

５．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

５．３ 受信系利得 ② 正常値の確認 目標達成 

５．４ ノイズレベル ③ 正常値の確認 目標達成 

５．５ アッテネータ設定パラメータ ① 正常値の確認 目標達成 

６． データ処理部    

６．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成（注３） 

６．２ ダイナミックレンジ ② 正常動作の確認 目標達成 

７． システム制御部    

７．１ 動作確認 ① 正常動作の確認 目標達成 

７．２ 各機器の設定パラメータ ③ 設定値の確認 目標達成 

８． 送受信モジュール 電源   

８．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

８．２ 温度モニタ ③ 正常値の確認 目標達成 

９． 制御分配器    

９．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

９．２ 温度モニタ ① 正常値の確認 目標達成 

１０． ＲＦ分配器    

１０．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

１１． 電力分配器    

１１．１ 動作確認 ② 正常動作の確認 目標達成 

１２． ＲＥＶアンテナ    

１２．１ 動作確認 ③ 正常動作の確認 目標達成 

（注１) 評価方法 

①テレメトリデータの評価、②画像データの評価、③校正データの評価、④データトレンドの評価 

（注２）送受信モジュール 80 台中の 1 台に送信出力低下が発生した。ＰＡＬＳＡＲの観測上、支障がないと判

断される不具合台数であり、達成度は「目標達成」とした。 

（注３）データ処理部に同期コード異常が発生し、観測データを画像化できないものが発生したが、大半は同

期コードの復元により画像化できた。どうしてもできないものは発生数が運用上許容できる範囲内とＪＡ

ＸＡ側で判断され欠損として処理された。したがって達成度は「目標達成」とした。 
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４－Ｅ 事業化、波及効果 

４－１－Ｅ 事業化の見通し 

ＡＳＴＥＲ及び JERS-1 搭載 OPS/ＳＡＲデータとその利用技術は、石油資源開発分

野では必須の情報・技術として実利用に供されている。特に、探査・開発対象地域を

選択的に観測できるため、比較的低コストで必要とされる場所の広域地質情報や、ロ

ジスティックス情報、並びに環境に関する経年変化情報が得られ、鉱区取得の意思

決定支援や開発・生産に伴う環境監視に活用されている。具体的には、予備調査段

階における対象鉱区（鉱区権取得予定地域）の適切な評価、概査段階における有望

地域の絞り込みによる地震探鉱位置の決定と合理的な測線配置計画、さらに精査で

は試掘位置の決定に利用され、各工程におけるリスク軽減に貢献している。また、商

用生産に係わるロジスティックス調査（機材・人員等の運搬ルート、施設配置計画の

決定に係わるもの）等にわたる広汎な工程にも利用されている。 

ＰＡＬＳＡＲは上記ＪＥＲＳ－１搭載ＳＡＲと比較して、空間分解能の向上、観測角の

可変、多偏波観測等機能・性能の大幅な改善がなされており、より詳細な、あるいは

新規の情報提供を可能にする。例えば、海上油徴の検出のためにＳＡＲのパラメータ

（観測角、偏波）を最適に設定できるので検出感度の向上が期待される。 

このように、我が国の宇宙分野の事業はその緒にやっと着いた状態であり、これか

ら世界に向けて事業を推進していくためには、我が国の宇宙産業の将来像に沿った

官民の適切な役割分担の検討と遂行が必須となる。そのためには、機器開発の期間

を短くする工夫をして事業機会の増加とそれを使用する利用者の裾野を広げることが

必要である。 

事業等で地球観測データの利用促進を図るには、①観測（ミッション）要求の最適

化、②観測データの継続提供が重要である。ＡＳＴＥＲ／ＰＡＬＳＡＲは、利用者の意向

を反映して、ＪＥＲＳ－１を継承して高機能・高性能化を図り、観測データの継続提供

に寄与している。また、ＡＳＴＥＲは、ハイパースペクトルセンサ、ＰＡＬＳＡＲはＡＬＯＳ

－２のＰＡＬＳＡＲ２へとそれぞれ後継ミッションに引き継がれており、観測データの継

続提供は可能である。 

 

４－２－Ｅ 波及効果 

ＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲ開発で得られた技術は次に続く観測センサ開発に引き継がれ

ていくため、波及効果がある。特に、ＪＡＲＯＳで蓄積したＰＡＬＳＡＲの開発実績を有効

に活用した結果、他のプロジェクトで手掛けられているＳＡＲ衛星において 「ＳＡＲ衛

星を短時間に開発すること」という社会の要請に応えることができた。 

一方、ＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲの利用面からは、それぞれ光学センサとレーダセンサと

いう違いがあるものの、それらの働きは互いに相補的であり、次に掲げる同じ利用分

野で波及効果はある。 

ＡＳＴＥＲ後の光学センサの実現に向けて、ハイパースペクトルセンサの開発が進

められている。ハイパースペクトルセンサに要求される観測波長幅はＡＳＴＥＲよりも

狭い波長幅で、そのバンド数についても桁違いに多いため、ハイパースペクトルセン

サ機器の開発にはＡＳＴＥＲ開発よりもさらに高度な開発技術が必要となる。しかし、Ａ
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ＳＴＥＲ開発技術の継承により、ハイパースペクトルセンサの開発をＡＳＴＥＲよりも短

い開発期間で設定し現在進行している。 

 

（１） 当初想定していなかった波及効果 

 ＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲで取得された観測データは事業目的に加えて次に示す分野で

利用されており、また利用が期待されている。 

 

１） 気候変動・温暖化観測 

  京都議定書に見られるように、植林活動によって炭素吸収源を増大させること、あ

るいは熱帯雤林等の森林伐採を減尐させることによって吸収源を持続させることが、

地球温暖化対策として温暖化ガスの排出削減と同様の効果を有するので、森林のバ

イオマス計測は重要な分野である。 

ＡＳＴＥＲのマルチスペクトルデータは、植生の分布状況やその変化、地表温度分

布などの把握から地表面と大気との相互作用、雲のタイプ分けや大気中のエアロゾ

ルの特性などの把握に有効である。 

ＳＡＲのポラリメトリック・インターフェロメトリ技術を応用して森林のバイオマスを評

価する研究が国内外で盛んに行われており、特にＰＡＬＳＡＲは植生を透過しやすいＬ

バンドを採用した衛星搭載ＳＡＲであることから、上記技術を用いてバイオマスをグロ

ーバルに評価できる唯一のＳＡＲであり、世界から注目されている。 

その他、地球温暖化に関連して、雪氷・凍土域減尐の観測、氷河消長の把握等が

全偏波データにより、精度良く計測される。 

 

２） 水循環・海象観測 

TIR センサの搭載により海水の測温が可能となり、水資源への観測に有効に働い

ている。 

一方、ＳＡＲでの海域観測においてはビームの入射角を小さく設定し偏波として VV

を用いるのが望ましいとされている。JERS-１/ＳＡＲでは、入射角約３８°、偏波はHH

であったためこの要求を満足することができなかったが、ＰＡＬＳＡＲでは入射角可変、

偏波は任意に切替可能であり、所望の条件に設定可能であることから、より鮮明な海

域画像が得られる。 

 

３） 地図作成 

  ＡＳＴＥＲは立体視機能を有しており、地表分解能１５m の約１／１０万の地形図作

成能力がある。さらにＡＳＴＥＲでは高次処理データとして正射画像（オルソ画像）も作

成しており、地形図・土地被覆図作成データだけでなく GISのベースレーヤとして利用

可能である。 

ＰＡＬＳＡＲの空間分解能は、高分解能モードでも１０m であり、都市域等の地図作

成に充分とは言い難いが、干渉ＳＡＲ技術（同一地域を撮像した２つ以上のデータを

使って、撮像時の軌道ずれを利用して各撮像ポイント毎に位相差情報を抽出するこ

とにより、高さ方向のデータを得ることができる電波の干渉を利用した技術）を応用し
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た地形図作成では、衛星軌道データが高精度で得られることから、３次元地図の高

度精度を大幅に向上（１桁程度）できる。 

 

４） 資源分布モニタリングによる管理・開発生産管理 

① 金属鉱物資源分野では、本研究開発事業の成果である地質区分・地質構造

解析等に直接応用できる分野である。特にＡＳＴＥＲの高性能スペクトルデータは、

金属資源の開発においても活用されている。たとえば、南米での銅資源開発のた

めの広域探査、鉱区取得に向けての基礎資料として活用され、国内金属資源企

業のいくつかが開発に向け鉱区取得を行った。またチリ銅公社（CODEＬCO）では

ＡＳＴＥＲデータを標準的衛星データとして活用している。 

② ＳＡＲは天候に左右されず観測可能であるため、東南アジアのような多雤地域

でその威力を発揮する。森林資源分野においてバイオマス関連については既に述

べたが、全偏波モードを使用することにより、樹種等がより精度良く分類可能とな

る。また、砂漠化状況、台風被害（倒木）の把握、不法伐採の監視、海外植林事業

のモニタ等の応用に使用できる。 

③ 農業分野においては、ＡＳＴＥＲは「おいしいお米の生産」ということで北海道で

は広く利用されてきており、さらにこの研究成果は小麦の生産他の農産物に応用

されてきている。一方、ＳＡＲによる観測で水田作付面積とその変化推定や作物生

産量の把握（種類と面積、作況、収穫時期、収量）等を行った例があり、ＰＡＬＳＡＲ

によりさらにその推定精度の向上が図れる。 

④ 水産資源分野においては、ＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲを搭載した衛星の回帰周期が

どちらも長いためリアルタイム的な利用は困難であるが、沿岸域環境モニタリング

技術は、水質汚染や海水温度の監視等に応用できる。またＰＡＬＳＡＲのスキャンＳ

ＡＲモードは観測幅２５０～３５０km の広域観測が可能なので、潮目等の観測に有

効である。 

⑤ 時系列的変化を観測する環境モニタリング分野において、同一条件で定期的

に、しかも比較的低価格な衛星データを入手できるため、衛星データ利用分野に

おいては重要な役割を果たす。加えて近年ではモニタリングにとどまらず環境アセ

スメントや温室効果ガス吸収量などの認証事業への衛星データの活用に注目が

集まっている。 

また、さんご礁のタイプ分けやグローバル分布によるカーボンサイクルへのさん

ご礁の役割把握、環境汚染の防止を目的とした船舶事故あるいは不法投棄によ

る海上流出油の検出、不法廃棄物（特に金属製廃棄物）に対するモニタ等への応

用にＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲの観測データが使用できる。 

⑥ ＡＳＴＥＲは地形マッピングと立体視機能を用いることにより標高付きの地図作

成ができる。また、それと地質マッピングとのくみあわせによって、地殻表層の状態

把握が可能となり、大規模な地殻変動の予測も可能にすると考えられる。また、赤

外スペクトルにおいて硫化ガスのモニタリングができるため、火山ガスの大気中へ

の放出の評価とその影響把握が可能であり、火山噴火のモニタリングへの活用が

可能である。ＳＡＲは天候・昼夜の如何に係わらず観測可能という光学センサには
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ない特徴を生かして、台風、洪水被害の把握、地震による建物倒壊等の広域的把

握、活火山（火口変動）の検出、火山泥流のモニタ、地下水汲み上げ、地下工事等

による地盤沈下、森林火災観測、斜面崩壊・地滑り観測、不審船・不法操業船の

発見など、極めて多岐にわたる利用が考えられる。 

 さらに、ＰＡＬＳＡＲは既に述べたようにビーム放射方向を広範囲に変えることが

できるので、比較的高い観測頻度（ＰＡＬＳＡＲの場合５日以内）で地球上の任意の

地域を確実に観測可能である。 

 また、地震による地殻変動の計測には、干渉ＳＡＲ技術が極めて有効であるが、

良好な干渉パターンを得るためには、１対のＳＡＲデータを取得する際の衛星軌道

間隔（ベースライン）が数 km以下であることが望ましいが、ＡＬＯＳの軌道は極めて

精度良く（連続する２軌道間の差は１km 以内に）制御されるのでほぼ確実に良好

な干渉パターンが得られると推測される。因みに JERS-１/ＳＡＲの場合、軌道の制

御が不十分で良好な干渉パターンが得られるペアは見つからないケースが多かっ

た。さらに、JERS-１/ＳＡＲに比べて、空間分解能が向上し、また偏波モードも単一

偏波モード（HH）から全偏波モード動作が可能と性能機能が向上していることから、

上記応用に際してより高品質の情報取得が可能となった。 

 

 

５－Ｅ 研究開発マネージメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

５－１－Ｅ 研究開発計画 

 評価対象年度における本研究開発事業の目的は、ＡＳＴＥＲにおいては後期運用を、

ＰＡＬＳＡＲにおいては定常運用、後期運用でそれぞれ健全性を評価して、適切にセン

サの運用を行うことである。それらの目標を達成するため、計画を立て、実行してい

る。 

なお、全体の計画を、図５－１－Ｅ－１にて示す。 
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        ・BBM (Breadboard ModeＬ)：試作試験用モデル        ・PDR (PreＬiminary Design Review)  

        ・EM(Engineering ModeＬ)：開発モデル                ・CDR (CriticaＬ Design Review) 

        ・PFM (Prot-FＬight ModeＬ)：プロトフライトモデル       ・PQR (Post-QuaＬification test Review) 
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図５－１－Ｅ－１ ＡＳＴＥＲ・ＰＡＬＳＡＲ開発スケジュール 

用語説明 

参
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‘92/2打上げ 
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打上げ 

‘99/12 

打上げ 

‘00/7 

 CDR 

‘98/12 

 PDR 
‘01/3 

 PQR 

‘04/3,4 

総点検 

‘05/12 

PSR 

BBM EM PFM 

BBM EM PFM 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
‘96/3 

NASA引渡し 
‘96/2 

PQR 

‘94/12 

CDR ‘92/2 

PDR 

予備 

設計 
維持設計 詳細設計 

調査 

研究 
基本設計 

予備 

設計 
運用評価 維持設計 詳 細 設

計 

基 本 設

計 

運用評価 後期運用評価（至 H29） 

▲ 
‘08/5 

SWIR画像出力飽和 
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 運用停止 

PQR 

後期 

運用 

評価 

注）PALSARは平成２３年度が運用停止により最終 

年度となったため、この年度も評価対象とした。 

概念設計

基本設計 

詳細設計 維持設計 運用評価 後期運用評価 
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５－２－Ｅ 研究開発実施者の事業体制・運営 

（１）ＡＳＴＥＲの実施体制 

ＡＳＴＥＲ後期運用に当たっては、ＡＳＴＥＲ開発を担ったＪＡＲＯＳが担当し、各種セ

ンサデータの評価を実施している。定期的にアメリカ NASA との会議を開催し、衛星

側との調整を図っている。ユーザからのデータ取得要望に基づく最適な観測計画の

立案およびセンサ運用、観測生データから標準処理データの作成作業(レベル１処

理)はＥＲＳＤＡＣが分担している。 

 

（２）ＰＡＬＳＡＲの実施体制 

ＰＡＬＳＡＲの運用に当たっては、ＰＡＬＳＡＲ電子機器部の運用評価をＪＡＲＯＳが担

当し実施している。衛星の運用を実施しており、また共同開発者でもあるＪＡＸＡとは

定期的な会議を設け、円滑に衛星運用、センサ運用を実施している。データ処理につ

いてはＥＲＳＤＡＣが担当している。 

図５－２－Ｅ－１にＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲに関して経済産業省が統括する事業体制

図を示す（太枠着色部分が、本事業で実施した範囲である。）。 

 

 

ＮＡＳＡ ＪＡＲＯＳ ＪＡＸＡ

ＭＥＴＩ
製造産業局 宇宙産業室

バス
他センサ ＡＳＴＥＲ 電子機器部 ｼｽﾃﾑ

バス
他センサ

ALOS衛星Terra衛星

ＥＲＳＤＡＣ

地上システム

PALSAR

研究委託

協定MOU

データデータ

 

 

図５－２－Ｅ－１ 事業体制 
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（３）プロジェクトマネージャの選任等、全体を統括する環境整備 

・プロジェクトマネージャ等の選任 

 ＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲ機器の研究開発事業の全体統括はＪＡＲＯＳの専務理事が担

当し、研究開発部長のもとにＡＳＴＥＲとＰＡＬＳＡＲプロジェクトマネージャを設置してそ

れぞれのプロジェクト管理を行う。 

 図５－２－Ｅ－２にＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲのプロジェクトマネージャ関連図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討 

 本研究開発は、研究内容の確認・検討・修正の後に確定された実施計画によって

遂行する。 

 研究実施にあたっては、研究の進捗状況に応じて、各プロジェクトに設置された委

員会（※）の指導のもとに進捗状況の確認・見直し・修正を行い、その実施した結果を

成果報告書として年度毎にまとめ、成果を評価・検討し、次年度以降の研究計画へ

反映する。 

 

 （※）設置された委員会 

①ＡＳＴＥＲプロジェクト 

 ○ＥＯＳセンサ委員会 

・クーラ分科会 

・キャリブレーション分科会 

・プラットフォーム分科会（Ｈ４まで） 

・グランドシステムインターフェース分科会（Ｈ８まで） 

②ＰＡＬＳＡＲプロジェクト 

○ＰＡＬＳＡＲセンサ開発委員会 

専務理事 

H5－H23 

ＰＡＬＳＡＲ 

研究開発部長 

ＰＡＬＳＡＲ 

プロジェクトマネージャ 

H2－H23 

ＡＳＴＥＲ 

プロジェクトマネージャ 

ＰＡＬＳＡＲ電子機器部 ＡＳＴＥＲ 

図５－２－Ｅ－２ プロジェクトマネージャ関連図 
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（５）目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携 

ＡＳＴＥＲの運用段階においては、ＥＲＳＤＡＣ、日本の関連研究者、米国 NASA の

研究者からなるサイエンスチームを構成し、地上システムのインタフェース調整や、利

用ユーザの立場からの観測データの精度検証、年次変化の校正作業などを毎年継

続的に実施している。 

ＰＡＬＳＡＲに関しては、共同開発者であるＪＡＸＡと連携を図るべく、衛星だいち（ＡＬ

ＯＳ）の運用を担当するＪＡＸＡ、ＰＡＬＳＡＲデータの地上処理、配布を担当するＥＲＳＤ

ＡＣ､ＰＡＬＳＡＲ機器運用評価を担当するＪＡＲＯＳとの間で調整を行う運用調整会議

の定期的開催を実施してきた。 

 

（６）成果の普及と関与の体制 

 ＥＲＳＤＡＣにはＡＳＴＥＲ運用に携わる地上データシステム（GDS）プロジェクトとその

データを利用するサイエンスプロジェクトが設置されている。ＡＳＴＥＲの成果物の受け

取り手であるＥＲＳＤＡＣと密接に情報交換を行っている。ＰＡＬＳＡＲにおいても、取得

データの画像化・解析、配布はＡＳＴＥＲ同様にＥＲＳＤＡＣで実施されてきた。 

  

 また、研究開発を行っていく上で不可欠である関連情報の収集等については、基礎

的な技術動向調査として本事業開始から継続して実施し、国内外の関連学会へ参加

し、成果の発表と情報収集に努めている。さらに、海外の最先端技術を把握する目的

で、主な宇宙関連機関の技術動向調査を行っている。 

 

 

５－３－Ｅ 資金配分 

（１）資金の各要素技術への内部配分について 

１） ＡＳＴＥＲの資金配分 

 後期運用段階における平成２０（２００８）年度から平成２２（２０１０）年度のＡＳＴＥ

Ｒの資金配分（支出額）を表５－３－Ｅ－１に示す。 

 

表５－３－Ｅ－１ ＡＳＴＥＲ資金配分 （単位：百万円） 

研究開発項目（注） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合計 

ＡＳＴＥＲ運用評価の全体取りまとめ ２２．６ １７．１ １９．９ ５９．６ 

ＳＹＳ運用評価 ８．７ ９．３ ６．３ ２４．３ 

ＶＮＩＲ運用評価 ７．３ ６．２ ７．４ ２０．９ 

ＳＷＩＲ運用評価 ９．７ ９．５ ８．９ ２８．１ 

ＴＩＲ運用評価 ７．４ ５．５ ５．２ １８．１ 

ＭＰＳ運用評価 ２．８ ２．４ ２．３ ７．５ 
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（注） 

・ASTER 運用評価の全体取りまとめ：ASTER 機器全体の運用評価に関する取りまとめ及び NASA、

GDS、サイエンスチームとのインタフェース調整等  

・SYS運用評価：ASTERの各放射計の組合せによるシステム運用評価及び健全性の確認等 

・VNIR運用評価：VNIRテレメトリの監視と健全に運用するための対応、VNIR校正係数の定期取得とデ

ータ整理等 

・SWIR 運用評価：SWIR テレメトリの監視と健全に運用するためのサブシステムとしての解析・評価、

SWIR 校正器の温度上昇に対するトラブルシューティングと原因究明のための要因

分析等 

・TIR運用評価：TIRテレメトリの監視と健全に運用するためのサブシステムとしての解析・評価、TIR校

正係数と機器評価のために画像データの定期取得とデータ整理等 

・MPS運用評価：電源部に関するテレメトリデータの評価と電源を健全に運用するための解析評価 

 

２） ＰＡＬＳＡＲ電子機器部の資金配分 

定常運用段階における平成２０（２００８）年度から平成２２（２０１０）年度の資金

配分（支出額）を表５－３－Ｅ－２に示す。 

 

表５－３－Ｅ－２ ＰＡＬＳＡＲ資金配分 （単位：百万円） 

研究開発項目（注） 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合計 

運用評価取りまとめ １２．９ ８．８ １０．１ ３１．９ 

運用評価データ解析評価 ４５．６ ４１．２ ３９．９ １２６．６ 

※四捨亓入のため、各年度の配分額と合計額は一致しない。 

（注） 

・運用評価取りまとめ：PALSAR機器全体の運用評価に関する取りまとめ及び JAXA、ERSDAC との 

インタフェース調整等 

・運用評価データ解析評価：PALSAR電子機器部の各構成品の運用評価及び健全性の確認等 

 

 

５－４－Ｅ 費用対効果 

（１）投入された資源量と効果の関係 

平成２０（２００８）年度から平成２２（２０１０）年度まで取得したデータ（ＰＡＬＳＡＲは

平成２０（２００８）年度から平成２３（２０１１）年度）を外国の類似データで代替する場

合の費用比較を表５－４－Ｅ－１に示す。実際に資源探査等へ活用するには、これら

膨大なデータを保存・検索・配布する地上システムや利用技術開発が必要となる。 

（算定根拠） 

 ＡＳＴＥＲ及びＰＡＬＳＡＲの観測シーン数と、これらを類似のデータ購入で代替した場

合の費用を表５－４－Ｅ－１に示す。 
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表５－４－Ｅ－１ 取得データを外国の類似データで代替する場合の費用比較 

項 目 

H20-22年度シーン数 

（全取得シーン数） 

(ＰＡＬＳＡＲは H20-23年度) 

代替センサ 

単価／シーン 

代替する場合の必要総額 

（全取得シーン数の必要総額） 

観測シーン

数 

ＡＳＴＥＲ：~49万(~198万)  
Geo Eye-1/IKONOS 

  ：平均 40万円 
~1,960億円 (~7,920億円) 

ＰＡＬＳＡＲ：~162万( ~249万) RADARSAT：~40万円 ~6,480億円（~9,960億円) 

 注)ＰＡＬＳＡＲは２３年度に運用停止したため、上記値は H２０-２３年度分を記述した。 

 

 ＲＡＤＡＲＳＡＴはＰＡＬＳＡＲより波長の短いＣバンドであり、熱帯雤林地域の地質構

造探査に利用できる能力は务ると想定される。 

 すなわち、石油資源の安定供給確保のための世界中の有望地データ整備とそのた

めのセンサ開発完遂という本研究開発事業の全体目標を達成するためには、諸外国

のデータ代替購入では現実的に資源探査に有効な情報の抽出は困難であり、当初

の事業目的達成は不可能と考えられる。 

 

（２）必要な効果がより尐ない資源量で得られる代替手段 

油田探査の初期調査は非常に広範囲な地形から油田の存在する特徴ある地形を

抽出することであり、また、油田が発見され操業にいたるまでにおいても、ロジスティ

ック等の広範囲な地域で開発計画を組む必要がある。このような要求に対して効率よ

く情報を提供できるのは衛星画像であり、他に代わる方法はない。 

 

 

５－５－Ｅ 変化への対応 

（１）社会経済情勢等周辺の状況変化への対応 

 冷戦終結により、石油を供給する油田地域に変化が起こるとともに油田の周辺地

域の環境を含めて地域保全なども義務づけられるようになった。このような社会情勢

変化に対して衛星データ利用においても対応の変化が必要になった。つまり、衛星デ

ータを利用するチームは、ＡＳＴＥＲ運用開始後に「地表面被覆変化モニタリング技術

開発」、「沿岸域の濁度観測技術開発」を、また、蓄積された JERS-１/ＳＡＲデータを

利用し「合成開口レーダデータを用いた斜面変化抽出技術開発」等を進めてきた。ま

た、海域のオイルスリック抽出技術もタンカー等からの油漏れ汚染観測に応用可能で

あり、探査技術としてだけでなく環境モニタリング技術としても海域におけるＳＡＲ利用

技術開発を進めている。 

世界の地球観測衛星に搭載されているセンサの内、ＡＳＴＥＲと同等の中分解能セ

ンサとしては米国のランドサット、仏国のスポットがある。これらのセンサは継続的に

運用されてきたが、現在ではランドサット５号は運用停止であり、ランドサット７号は不

具合により制限つきで運用されている。次期のランドサットは平成２４（２０１２）年１２

月に打上げ予定である。 
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一方、ＰＡＬＳＡＲと同じＳＡＲセンサを搭載した衛星としては欧州宇宙機関の ERS

衛星、ENVISAT 衛星およびカナダの RADARSAT-１、RADARSAT-２がある。カナダ

や欧州のＳＡＲは海域観測を主に対象とする。また、欧州では高分解能を特徴とした

X バンドＳＡＲを搭載した衛星である TerraＳＡＲ-X、Cosmo/Skymed が相次いで打ち

上げられ、運用に供されている。我が国のＳＡＲは植生などの陸域観測を主に対象と

するが、ＪＥＲＳ-１/ＳＡＲが運用停止になって以来、植生等の陸域観測に有利なＳＡ

Ｒ衛星は世界にはなくＰＡＬＳＡＲによる陸域観測衛星データの継続的なデータ提供に  

対して、多くの利用者から要望が出されている。 

  

（２）ＡＳＴＥＲ運用に影響を与える情勢変化と対応 

１）ＶＮＩＲ/ＴＩＲの感度低下 

 長期運用における ASTER 観測画像のラジオメトリック性能を維持するために、太陽

反射光の放射輝度に対するセンサの検出感度との対応づけを行い、センサの入出

力特性を定量的に把握していくことが必要である。そのため軌道上において定期校

正を行い、ＶＮＩＲはハロゲンランプを用いた光学校正を、ＴＩＲは標準黒体を用いた温

度校正を実施している。 

 光学センサとしてのＡＳＴＥＲは、打上げ後から１０年を越えての長期運用において、

ラジオメトリック感度の経年変化が進行している。 

・ＶＮＩＲでは、１０年間でバンド１の感度が約３０％低下しており、同様にバンド２は約２

１％、バンド３は約１５％低下している。 

・ＴＩＲでは、１０年間でバンド１２の感度が約３８％低下しており、同様に他の４つのバ

ンドも約１５％～２５％低下している。 

・ＳＷＩＲは、軌道上７．５年間において、６つのバンドの感度は約２％の低下であった

が、平成２０（２００８）年５月以降、検出器の温度上昇により画素出力が飽和し、画像

取得ができなくなった。 

 ＶＮＩＲとＴＩＲについては、センサの感度トレンドの変動に合わせて、観測データの画

像処理に必要な感度補正の校正値を適時更新していくことにより、継続的に利用価

値の高い品質の画像を生成している。 

 これらの状況において、ＡＳＴＥＲの感度低下として、ＶＮＩＲとＴＩＲについてのＦＴＡ

（Fault Tree Analysis）による要因抽出の網羅性と複合要因の関連性を分析し、原因

究明の検討を行っている。ＶＮＩＲとＴＩＲの機上校正の感度低下に関するＦＴＡを、図５

－５－E－１に示す。 

 ＶＮＩＲとＴＩＲの感度低下は、観測画像と機器の健全性評価から、スラスタプルーム

による排出物の寄与と長期アウトガスによる有機物の付着反応が有力な複合要因と

考えられるが、推定原因の検証は今後の課題である。 

 苛酷な宇宙環境下における光学センサの感度低下は、過去から現在に至る軌道上

での共通課題であるが、ＡＳＴＥＲ観測データの長期にわたるトレンド評価によって原

因究明の要因分析を行い、今後のセンサ開発における Lessons Learnedに結び付け

たい。 
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図５－５－E－１ ＶＮＩＲとＴＩＲの機上校正の感度低下に関するＦＴＡ 

 

２）ＳＷＩＲの温度上昇 

 ＳＷＩＲは、平成１１（１９９９）年１２月の衛星打ち上げから設計寿命５年を達成し、累

積寿命８．５年を経過した平成２０（２００８）年５月以降、検出器の温度上昇により観

測画像の取得ができなくなった。ＳＷＩＲの温度上昇現象の経緯を、以下に示す。 

 平成１１（１９９９）年１２月の Terra 衛星打上げ以降ＳＷＩＲ温度が漸増し、温度低下

策として Terra CPHTS（Capillary Pumped Heat Transport System）コールドプレートの

設定温度変更を計３回実施し、コールドプレートの温度は下限状態となっている。ま

た、平成１６（２００４）年９月にＳＷＩＲの温度ジャンプが発生し、スターリングサイクル

方式のＳＷＩＲクーラはフルストローク状態となり、検出器温度を７７K で安定化するこ

とが困難になった。その後ＳＷＩＲの再起動を何度か行い、ＳＷＩＲ各部温度の漸増は

止まったが検出器温度は８７K位まで上昇した。 

 この対策として、ＳＷＩＲクーラの運用条件変更を試行し、最終的に７７K、６mm から

８３K、６mm に変更した。これにより平成２１（２００９）年１月のＳＷＩＲ再起動以降、検

出器温度は上昇したものの現在１３０Kで安定状態にある。 

 ＡＳＴＥＲセンサ委員会クーラ WG の活動を通して、ＳＷＩＲ検出器の温度上昇による

画像取得不具合に関する原因究明の検討を行い、現象発生以降に実施したＳＷＩＲ

の再起動対策による確認結果を含めて、推定原因の要因抽出と分析を実施した。 

 ＳＷＩＲ検出器の温度上昇に関する FTAを図５－５－E－２に示す。 

 

ＶＮＩＲ感度低
下の要因分析

スラスタプルームによる
汚染物質の付着

光学系の透過性能の低下

プラズマ帯電による
汚染物質の吸着

アウトガスによる
汚染物質の付着

太陽紫外線による有機
付着物の不透明膜生成

可視光線散乱スペクトル
との相関関係

ＴＩＲ感度低下
の要因分析

スラスタプルームによる
汚染物質の付着

反射ミラー系の反射性能の低下

プラズマ帯電による
汚染物質の吸着

アウトガスによる
汚染物質の付着

赤外線吸収スペクトルとの
相関関係（ヒドラジン）

赤外線吸収スペクトルとの
相関関係（シリコーン等）
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図５－５－E－２ ＳＷＩＲ検出器の温度上昇に関する FTA 

 

 原因究明の実験的傍証を目的として、デュワとＳＷＩＲクーラのコールドフィンガ間を

熱結合しているサーマルグリースの破壊仮説についてのサンプル評価を実施し、低

温下におけるサーマルグリースは固化する過程において、層間剥離や界面剥離の破

壊現象が発生する可能性があることを確認した。 

 これまでの検討結果から、ＳＷＩＲの検出器の温度上昇は、検出器温度の必要冷却

量を伝達しているサーマルインタフェース部の熱コンダクタンスが低下している可能

性が有力な要因であることが確認された。 

 但し、現状での検出器温度は１３０K で安定状態にあり、ＳＷＩＲクーラのからの熱結

合を一部維持している状態にあることから、サーマルグリースが全て剥離していると

は考えられない。 

 以上のことから、本推定原因の検討はＳＷＩＲ機器運用の健全性評価とともに今後

も継続予定である。 

 

（３）ＰＡＬＳＡＲ運用に影響を与える情勢変化と対応 

１）軌道上異常事象の発生 

軌道上で発生した異常事象については、観測への影響ができるだけ小さくなるよう、

推定原因の究明、観測への対処方法の検討に努めた。平成２０（２００８）年度から平

成２３（２０１１）年までに異常事象が２件発生した。内容を以下に示す。 

①軌道上でのポラリメトリ同期コード異常 

ポラリメトリ観測（ＰＡＬＳＡＲの運用モードの一つ。送信時にパルスごとに偏波を

水平／垂直と切り替える特殊なモードで、全観測データの１１％程度を占める）で

観測の途中から画像再生ができなくなる異常事象が一部の観測で発生した。 

なお、高分解能モード、広観測域モードでは発生していない。定常運用に入って

から平成２２（２０１０）年１月２７日までのポラリメトリ観測数は合計７６３４件であり、

ＳＷＩＲクーラコールドフィンガ
チップ温度の上昇

ＳＷＩＲ検出器温度上
昇の要因分析

デュワ内部コンタミネーション
による熱コンダクタンスの増加デュワ外部温度の上昇

× ×

サーマルグリースの経年変化
による機械強度の低下

サーマルグリースの経年変化
による熱伝導率の低下

サーマルグリースの破壊による
熱コンダクタンスの低下

△ ○○

ＳＷＩＲクーラ必要冷却量の増加

×

サーマルインタフェース部の
熱コンダクタンスの低下
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そのうち、同期コード異常が１２２件発生している。その中でさらにビットシフトによ

る修復ができないケースが２０件発生している。 

原因究明の結果、観測データを形成するデータ処理部でビットシフトが発生し、

同期コードが抽出できなくなったことが判明した。 

処置として、ビットシフトは維持されており、同期コード異常が発生した場合に、

地上処理においてビットシフトに応じて同期コードとそれに続くデータをビットシフト

させる処理を行うことにより正常なデータに復元され、画像再生が可能になった。

尚、ビットシフトによる修復ができないケースも上述のように一部あったが件数も尐

なく、ＪＡＸＡ側でデータ欠損扱いとされた。 

②送受信モジュール１台の出力低下 

ＰＡＬＳＡＲの健全性確認として、平成２３（２０１１）年３月１日の位相校正及び２３

（２０１１）年４月１６日の送信電力モニタのテレメトリデータから送受信モジュール

のうちの１台の送信電力が低下していることが判明した。 

送受信モジュールは８０台配置されており、システム側の判断で、１台故障して

も観測性能への影響は軽微であるとされていること、さらにはＳＡＲ観測性能への

影響を評価したが結果は軽微な务化であり影響は小さいと判断した。 

 

２）ＰＡＬＳＡＲの後継機開発 

 平成２０～２３年度で、ＰＡＬＳＡＲ運用に影響を与える情勢変化はない。後継機につ

いては、平成２５（２０１３）年度打ち上げを目指してＡＬＯＳ-２(PALＳＡＲ-２搭載衛星)

の開発がＪＡＸＡで進められている。ＪＡＸＡへＰＡＬＳＡＲ運用評価の成果を逐次伝えて

いる。 

 

（４）過去の中間評価への対応 

宇宙産業プログラムに係る技術に関する施策・事業評価報告書（平成２１年６月産

業構造審議会産業技術分科会評価小委員会）において指摘のあった点についての

対応は、以下のとおり。 

 

●資源探査バンドと云われるＳＷＩＲについては定常運用後の故障とはいえ、データ

取得ができない状況となっている。安定したデータ利用を求めるユーザーに対応す

るための後続衛星プログラム（ハイパーと云われるが）を加速していただきたい。 

平成 19 年度より、ハイパースペクトルセンサ等の研究開発事業（ハイパースペ

クトルセンサとマルチスペクトルセンサを搭載した「HISUI」センサシステムの開発）

を実施しており、ＪＡＸＡが開発予定の ALOS-3 衛星に搭載するべく、調整を行って

いるところ。 

 

●研究開発から実利用におけるビジネス支援体制の構築が必要である。 

１）ASTER後継機による長期継続的なミッションの安定的な運用についての検討 

２）極軌道衛星コンステレーション化への取組の検討 

３）公共の財としての各種実利用分野におけるワンストップサービス支援体制の検討 
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４）データ生成から実利用に至るコンサルテーションビジネスモデルの検討 

５）リアルタイム性が要求される利用分野におけるワンストップサービス体制の検討 

上述のとおり、ALOS-3 衛星に後継ミッションの HISUI を搭載する計画で開発を

進めているところであり、継続的なデータ取得についても可能と考えられる。 

コンステレーション化については、衛星１機では補えない時間分解能の強化とい

う観点から非常に重要な課題と考えているが、本事業は、ASTER及び PALSARの

開発・運用をその目的としているため、経済産業省における今後の衛星開発全体

における課題として、御指摘を真摯に受け止め取り組んでいきたいと考えている。

利用拡大に関する取組についても同様である。 

 

●最終的にユーザが求めるものは観測データではなく、主題図につながる指標であ

る。このため、質の高い高次プロダクトが生成できる観測データが取得されている

か、あるいはユーザが望むカバーエリアが取得しやすいシステムになっているかな

ど運用、データ処理も踏まえたシステム評価が望まれる。 

ASTER は、NASA が運用する Terra 衛星に搭載された観測システムであるが、

観測データの品質を保証するための校正・検証及び観測データ取得計画も日本側

の要求で設定できる仕組みになっている。観測計画についても、日米のサイエンス

チームにより調整を行っており、ユーザサイドからの希望を反映したものとなるよう

努力している。 

 

●運用当初、不適切なパラメータ設定（位相量を誤設定）を行い、正常にするために

５０日程度かかったはずである。また、フルパラリメトリでは高速同期コード異常が

発生し、データ処理部が原因の可能性ありと報告されている（ただし、地上処理で

回復可能で、一般ユーザへの影響がないことから周知されていないとのこと）。これ

ら軌道上の不具合は他の不具合とともに Lesson Learned としてまとめ、後続プロジ

ェクトへ伝えていただきたい。 

上記の軌道上不具合に関しては、JAXA と共同で原因究明作業を実施したところ

であり、後続プロジェクトとなる ALOS-2 衛星搭載の PALSAR 後継機（JAXA が開

発）開発に活かせるよう、共有しているところである。 

 

●研究開発から実利用におけるビジネス支援体制の構築が必要である。 

１）PALSAR後継のための長期継続的なミッションの安定的な運用についての検討  

２）１００万シーンに及ぶ膨大な観測データの取得に基づく実利用体制の確立とその

費用対効果の検証 

３）公共の財として、石油探査以外の各種実利用分野の特定とそのための付加価

値生成技術開発並びにそのためのワンストップサービス支援体制の検討 

４）データ生成から実利用に至るコンサルテーションビジネスの検討 

５）リアルタイム性が要求される利用分野におけるワンストップサービス体制の検討 

６）各種実利用分野での地上データベース構築・整備による検証（多偏波データの４

成分分解、散乱過程の解明など）に基づく衛星データの実利用のための品質管理
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体制とサービス支援体制の確立 

 我が国が開発してきた合成開口レーダセンサのデータが継続されるよう、JAXA

において PALSAR後継機の開発が実施されている。PALSARで得られた知見等に

ついては、確実に引き継がれるよう共有を図っている。なお、利用拡大の取組につ

いては、上述のとおり、経済産業省における今後の衛星開発全体の課題として、取

り組んでいきたいと考えている。 

 

●評価軸がセンサ開発のみでなく、データ利用状況等もとりまとめるとさらに分析が

深まると思われる。 

観測データの品質を保証するための校正・検証の充実に取り組んだところ。また、

データの利用状況に関しては、文中（４－２－E等）において述べたほか、「D 石油

資源遠隔探知技術の研究開発」においても記述がなされている。 
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１－Ｆ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｆ 事業目的 

我が国の石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率は約 20％に過ぎない。エネ

ルギー基本計画（平成 22年 6月）では、これを 2030年までに 40％以上まで引き上げ

ることを目標としており、国内外において石油資源開発を効率的に進める必要があ

る。 

また、平成 22年度においては、我が国の資源確保に大きな影響を与える出来事

が起こっている。メキシコ湾の大規模な海底油田事故は海底油田開発のリスクの大

きさを再認識させ、中東アフリカ地域における民主化運動は今でもなお産油国及びそ

の周辺が政情的に不安定であることを示している。さらに、東日本大震災による福島

第一原発の事故により、準国産エネルギーとも言われた原発の今後の見通しが不透

明である。エネルギーセキュリティの観点からは、今後も我が国の自主開発比率を高

め、万が一の際に対処できる備えが必要である。 

欧米のメジャーと呼ばれる大手石油会社は、衛星画像データを用いて地質構造解

析を行い、鉱区選定の大きな判断材料としている。メジャーが、年間に鉱区に投資す

る額が 1社当たり 150億ドルから 200億ドル程度なのに比べ、日本は、石油開発の中

核的企業でさえ、年間数百億円程度である。原油の高騰が続いている中、メジャーは

鉱区取得の取組を促進しており、従来の衛星画像データにより判別できる有望地域

は少なくなりつつある。よって、日本資本の石油開発会社がメジャーに先んじて有望

な鉱区を獲得するためには地質について、より詳細に解析することが可能な高性能

センサの開発が不可欠である。  

上記背景を踏まえ、本事業では宇宙から地球表面を観測する高性能センサであ

る HISUI（Hyperspectral Imager Suite：高性能のハイパースペクトルセンサとマルチス

ペクトルセンサの両センサを合わせたセンサの名称。）を開発している。HISUI の内

のセンサの一つであるハイパースペクトルセンサは、世界各国で開発が実施さ

れているところであるが、本事業では世界初の衛星搭載用実用ハイパースペク

トルセンサの開発を目指している。全世界に先駆けて衛星搭載用実用ハイパー

スペクトルセンサを実現することにより、石油埋蔵の有望地域を早期に発見し、

自主開発比率を高め、我が国への石油資源の安定供給に資することを本事業の

目的とする。 

 

１－２－Ｆ 政策的位置付け 

 ハイパースペクトルセンサ等の研究開発の政策的位置付けとしては、以下の

ものが挙げられる。 

 

①「新成長戦略」（平成２２年６月１８日、閣議決定） 

②「産業構造ビジョン２０１０」（平成２２年６月３日、産業構造審議会産業競争力部会

報告書） 

③「宇宙基本計画」（平成２１年６月２日、宇宙開発戦略本部決定） 

④「宇宙分野における重点施策について」（平成２２年５月２５日、宇宙開発戦略本部

決定） 

⑤「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」（平成２２年６月１６日、総合科学技術会

議基本政策専門調査会） 
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⑥「エネルギー基本計画」（平成２２年６月１８日閣議決定） 

 

これらの政策の中では、資源・エネルギー供給の円滑化、食糧供給の円滑化、国

土保全・管理、地球規模の環境問題の解決等が目的として記載されている。また、エ

ネルギー基本計画（平成２２年６月）では、我が国の石油及び天然ガスを合わせた自

主開発比率（約２０％）を２０３０年までに４０％以上まで引き上げることを目標としてお

り、国内外において石油資源開発を効率的に進める必要がある。衛星を活用したリ

モートセンシング（遠隔探知）技術には、①産油国と調整を経ずに、開発の有望性に

関する評価が可能、②一度に広範囲の地域の分析が可能、③立入りが困難な地域

の分析が可能、等の利点がある。 

上記各政策が有する課題を解決するために、高波長分解能を有する高性能ハイ

パースペクトルセンサの開発は非常に重要な位置付けとなっている。 

 また、技術戦略マップ２０１０（宇宙分野）においても「資源探査・開発や

農林水産業などの行政での利用、国土管理や災害監視等の公共的利用など、国

民・社会への貢献を主眼とする地球観測衛星分野に対しては、従来の技術開発

中心から利用ニーズ主導により、衛星開発を継続的に進める必要があり、現在、

陸域観測技術衛星「だいち（ＡＬＯＳ）」の後継機や次世代の地球観測センサで

あるハイパースペクトルセンサの開発が行われている。」と明示されている。 

 

１－３－Ｆ 国の関与の必要性 

ハイパースペクトルセンサの開発は、国際的に見て極めて高度な技術が要求

されるために未だ実験・研究段階であり、商業段階にはないものの、その衛星

搭載用実用ハイパースペクトルセンサの開発要望は世界的に拡大している。具

体的には、ハイパースペクトルセンサから得られるデータは従来のリモートセ

ンシング市場における重要な購買層である資源探査会社、インテリジェンス機

関、航空測量会社、地図作成会社等による活用だけでなく、環境観測・災害監

視・森林観測・食糧分野等の産業利用が大幅に拡大することが期待されている。

その一方で、衛星に搭載するセンサ及びそのデータの利用技術・処理技術の開

発には大規模な初期投資が必要なため、民間による自主的な取組を期待するこ

とは難しい。 

 鉱物資源分野においては、資源価格高騰等により、資源国は豊富な資金を有

し、資金面のみからのパートナーは必ずしも求めていない状況の下、我が国リ

モートセンシング技術は、資源国から高く評価されるとともに、一部の資源メ

ジャーとの関係構築に発展している。鉱物資源の供給に関しては制約やリスク

が大きく、市場メカニズムのみによって安定供給確保を図ることが困難である

中で、国が技術開発等に積極的に支援することが必要不可欠である。 
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２－Ｆ 研究開発目標 

２－１－Ｆ 研究開発目標 

ＨＩＳＵＩは、資源探査用衛星センサである ASTER（1999 年打上げ。既に設計寿命 5

年を超えて運用中）の後継機として開発を行い、物質の解析に有用なスペクトル分解

能を飛躍的に向上させ、より高精度なデータを得ることを可能とする。ASTER センサ

では鉱物の分類が 10 程度しかできなかったが、本センサにより 30 程度まで特

定することができる。このデータを解析することによって石油埋蔵地域のより詳細な

特定を行うことができるため、今後の石油資源の安定的な確保に非常に有用である。

ＨＩＳＵＩを開発し、我が国への石油資源の安定供給のための高度リモートセンシン

グ技術の向上及び利用の拡大を図ることを本研究開発の目標とする。 

 

２－２－Ｆ 全体の目標設定 

（１）目標・指標の設定 

 本プロジェクトの達成目標の設定に当たっては、ユーザの意見を反映するため資源、

農業、環境などの分野の専門家へのアンケート、聞き取り調査及び航空機ハイパー

スペクトルデータによる再シミュレーション評価を実施し、そのデータをもとに、ミッショ

ン要求審査委員会において審議し、以下に述べる目標を最終的に設定した。 

 主要な項目の開発目標は表２－２－Ｆ－１に示すとおりである。 
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表２－２－Ｆ－１ 全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

ハイパースペクトルセンサ 

 空間分解能 30m以下 

 観測幅 30km 

 バンド数 185以上 

 S/N比 VNIR 450以上 

      SWIR 300以上 

 

 

マルチスペクトルセンサ 

 空間分解能 5m以下 

 観測幅 90km 

 バンド数 4 

 S/N比 200以上 

評価モデルによ

る試験などによ

り、最終目標性

能について、達

成の見通しを得

る。 

ハイパースペクトルセンサ 

航空機ハイパー、Hyperion 等のデ

ータを実際に使用しているユーザか

ら高 S/Nデータが必須との意見が

あり、 

   VNIR（可視近赤外）：450以上 

   SWIR（短波長赤外）：300以上 

の目標を設定した。 

この値は世界最高レベルである。 

 

マルチスペクトルセンサ 

ASTERのユーザの性能向上要求を

反映した。 

  高空間分解能：15m→5m 

  高頻度観測(広観測幅)： 

 60km→90km 

  バンド数：3→4 青バンド追加 

・青バンド追加により沿岸域

の観測に有利 

・トゥルーカラーが可能。 

   S/N比：160→200 

     ASTER相当以上 

注）Hyperion：米国の実験的ハイパーセンサ(2000年打上)  

 

さらに詳細な項目については以下の表２－２－Ｆ－２および表２－２－Ｆ－３に示す

目標を設定し、各項目をフライトモデルにおいて確認することを最終開発目標とした。 
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表２－２－Ｆ－２ ハイパースペクトルセンサ（ＨＳ）の最終開発目標 

HS 項目 達成目標 

１ 空間分解能 30m以下 

２ 観測幅 30km程度 

(空間分解能の 1000倍) 

３ バンド数 185程度 

４ 観測波長域 0.4～2.5μ m 

５ 波長分解能（ﾊﾞﾝﾄﾞ幅） 平均 10nm以下（VNIR） 

平均 12.5nm以下（SWIR） 

６ 最大入射輝度 アルベド 70% 

７ S/N比 仕様値 450以上@620nm 

仕様値 300以上@2100nm 

（前提：アルベド 30%・太陽天頂角 24.5度） 

８ 暗時雑音  S/N比規定レベルの Signalの 1/350以下 

９ 迷光  S/N比規定レベルの Signalの 1/100以下 

10 MTF 0.2以上 

11 ラジオメトリック分解

能 

量子化ビット数 10bit以上 

12 波長精度 VNIR：誤差 バンド幅の 2%以下 

SWIR：誤差 バンド幅の 5%以下 

13 バンド間相対感度精

度 

誤差：2%以下 

14 オンボード圧縮・処理

能力 

有 

（可逆のデータ圧縮を有する） 

15 ポインティング機能 有 

(マルチスペクトルセンサの観測範囲内での

ハイパースペクトルセンサの独立ポインティ

ング機能を有する) 

※波長校正時には上記の1/2のバンド幅にて校正を行うこととする。 

注）VNIR：可視近赤外、SWIR：短波長赤外、アルベド：地表反射率 

  太陽天頂角：太陽方向と地表点の天頂のなす角  

  MTF: ：振幅伝達関数=光学解像度の品質指標 

      ラジオメトリック分解能：（地球からの）放射エネルギー分解能。ここでは、 

デジタル信号に変換した時の分解能をいう。
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表２－２－Ｆ－３ マルチスペクトルセンサ（MＳ）の最終開発目標 

MS 項目 達成目標 

１ 空間分解能 5m以下 

２ 観測幅 90km程度 

(空間分解能の 18000倍) 

３ バンド数 4  

４ 観測波長域 0.45～0.89μ m 

５ 最大入射輝度 70% 

６ S/N比 仕様値 200以上 

@全ての観測帯 

（前提：アルベド 70%・太陽天頂角 24.5度） 

７ 暗時雑音  S/N比規定レベルでの 1/400以下 

８ 迷光 S/N比規定レベルの Signalの 1/100以下 

９ MTF 0.3以上 

10 ラジオメトリック分解

能 

量子化ビット数 8bit以上 

11 バンド間相対感度精

度 

誤差：2%以下 

12 オンボード圧縮・処理

能力 

有 

（可逆のデータ圧縮を有する） 

13 ポインティング機能 有 

(衛星ポインティングも対象) 

※ラジオメトリック分解能については、ゲイン切り替え、データ処理上

の工夫等により実質的に 12bit以上の分解能を実現する。 

 

（前提条件） 

・設計寿命 5年以上。目標寿命  7年。 

・衛星実証時の軌道高度： 625.7km。 

 

 

（２） 目標設定理由 

目標設定に当たっては、ユーザの要求に合致していること、世界最高レベルの性

能を有していることを前提に検討を行った。 

ハイパースペクトルセンサに関しては、航空機ハイパー、Hyperion などのデータを

実際に使用しているユーザから高 SNデータが必須との要望があり、世界的にも最高

水準にある以下の SNが可能な目標とした。 

   VNIR（可視近赤外） 450以上 

   SWIR（短波長赤外） 300以上 

マルチスペクトルセンサに関しては、ASTER のユーザのデータの継続性がありさら

なる性能向上をとの要求を反映した。 

   高空間分解能     15m→5m 

   高頻度観測(広観測幅) 60km→90km 
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   バンド数       3→4 青バンド追加 

（沿岸域の観測に有利であり、またトゥルーカラー*）が可能）  

     *) 青バンドを追加することにより、赤、緑、青の３バンドを使用して自然色に 

近いカラー画像の提供が可能になる。 

  S/N比 ASTER相当以上 160→200 

 

       バンドの波長域に関しては国際間でデータの共通利用を考慮し、Landsatを基準にし

て設定したが、バンド４に関しては、技術委員会での議論の結果、酸素(0.76μ m)およ

び水蒸気(0.90μ m)の吸収帯を外すため、観測波長帯：0.76-0.90μ mを 0.78-0.89μ m

に変更することとなった。 

注）Landsat：米国の地球観測衛星 
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２－３－Ｆ 個別要素技術の目標設定 

 

表２－３－Ｆ－１ 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・ 

根拠等 

システム設計  

・仕様設計   

 

表２－２－Ｆ－１ 

および 

表２－２－Ｆ－２ 

表２－２－Ｆ－３ 

と同様 

基本設計・詳細

設計を行うことに

より、最終目標性

能のセンサスペッ

クの実現の見通

しを得る。 

表２－２－Ｆ－１

と同様 

要素試作試験 以下の項目の要素技術開発

を行う。 

・高 S/N 比を実現する分光

検出系の開発により、S/N

比、MTF などの性能達成

の見通しを得る。 

・高精度校正方式の開発に

より、ハイパースペクトルセ

ンサの波長精度達成の見

通しを得る。 

・高速データ処理系、データ

伝送系の開発により、大容

量データ伝送の技術的達

成見通しを得る。 

左記に同じ 技術開発が必要

な要素技術に関

し、早期に性能

実現の可能性を

確認するため。 

評価モデル 評価モデルにより下記事項

を確認する。 

・軌道上環境での熱環境や

機械環境に対する耐性に

ついて試験により確認す

る。 

・分光検出系、信号処理部、

校正系、伝送系の電気的

な性能確認を行う。 

・ポインティング機能および

データ圧縮機能について、

達成の見通しを得る。 

左記に同じ ハイパースペクト

ルセンサ、マルチ

スペクトルセンサ

の設計の確認を

行うため。 

フライトモデル ハイパースペクトルセンサ、

マルチスペクトルセンサのフ

ライトモデルを設計・製作し、

地上検証試験によりセンサ

性能目標値の実現性を確認

長納期の部品に

ついて調達を行

う。 

フライトモデルの

製作を遅延なく

進めるために、

長納期の部品に

ついては先行し
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する。 

衛星軌道上での運用に必要

な各種耐環境性、電磁適合

性についても併せて検証す

る。 

て調達する必要

があるため。 
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３－Ｆ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｆ 成果 

３－１－１－Ｆ 全体成果 

 

ハイパースペクトルセンサおよびマルチスペクトルセンサについて、平成１９年度か

ら平成２０年度にかけて、分光・検出系、高速信号処理系、校正系などについて、要

素試作試験を行った結果、最終目標性能項目について定量的な予測を行い、実現の

見通しを得ることができた。 

 

また、平成１９年度から平成２３年度にかけて、両センサの分光系、検出部、信号

処理部、校正部、伝送系を含めた評価モデルを開発し、軌道上環境での熱環境や機

械環境に対する耐性、電磁適合性等について試験により確認を行った。 

さらにポインティング機能およびデータ圧縮機能についても、評価モデルにより最

終目標性能の達成の見通しを得た。 

 

評価モデル、及び基本設計・詳細設計を行うことにより得られたハイパースペクト

ルセンサおよびマルチスペクトルセンサの外観を図３－１－１－Ｆ－１および図３－１

－１－Ｆ－２に示す。 

 

 

 
 

図３－１－１－Ｆ－１ ハイパースペクトルセンサの外観 
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図３－１－１－Ｆ－２ マルチスペクトルセンサの外観 

 

 

 

 
 

 

 

図３－１－１－Ｆ－３ 搭載衛星の想定図 

 

 

 

 

 

 

ハイパースペクトルセンサ 
マルチスペクトルセンサ 
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３－１－２－Ｆ 個別要素技術成果 

（１）設計 

基本設計・詳細設計を行うことにより、２－２－Ｆ（１）項にて示した最終目標性能項

目について定量的な予測を行い、それぞれ実現の見通しを得た。 

 

（２）要素試作試験 

 以下の要素試作試験を行い、最終目標性能のセンサスペックの実現の見通しを得

た。 

 

  ・高 S/N比を実現する分光検出系の開発 

  ・高精度校正系の開発 

  ・高速データ処理系、データ伝送系の開発 

 

 

（３）評価モデル 

 評価モデルの製作、および評価試験により、以下の確認を行った。 

・軌道上環境での熱環境や機械環境に対する耐性について、試験により確認し

た。 

・分光検出系、信号処理部、校正系、伝送系の電気的な性能確認を行った。 

 さらに、校正精度評価方法および観測自動化技術の開発を行った。 

・ポインティング機能およびデータ圧縮機能について、評価モデルによる確認を

行い、機能達成の見通しを得た。 

 

製作した評価モデルは以下の通りである。 

  ・ハイパースペクトルセンサ分光部 ASSY（アッセンブリ） 

    （分光器、および検出器を含む） 

  ・マルチスペクトルセンサ検出器部 

  ・電気回路部（データ圧縮機能を含む） 

  ・校正部（ハロゲンランプ部） 

  ・ポインティング部 

 

また、図３－１－２－Ｆ－１にハイパースペクトルセンサの内部透視図、図３－１－２

－Ｆ－２にマルチスペクトルセンサの内部透視図を、図３－１－２－Ｆ－３～図３－１－

１－Ｆ－７に、評価モデル各部の外観・写真を示す。 
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入射光

光線

ハイパー校正光学部
(HCALO)

分離光学部
(SPRT OPT)

SWIR分光部組立
(SGRT ASSY)

VNIR分光部組立
(VGRT ASSY)

VNIR信号処理部
(VST)

ハイパー放射計
集光光学部

(HOPT)

 
図３－１－２－Ｆ－１ ハイパースペクトルセンサの内部透視図 

 

入射光
光線

マルチ校正光学部
(MCALO)

マルチ検出部組立
(MDET ASSY) マルチ放射計

集光光学部
(MOPT)

 
図３－１－２－Ｆ－２ マルチスペクトルセンサの内部透視図 
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ハイパーセンサ分光部 ASSY外観（モデル） 

 

 
ハイパーセンサ分光部 ASSY（写真） 

 

 

図３－１－２－Ｆ－３ 評価モデル（ハイパーセンサ分光部 ASSY） 

 

分離光学部 VNIR 分光部 

SWIR 分光部 

分離光学部 

VNIR 分光部 

SWIR 分光部 

SWIR 冷凍機 

VNIR 検出器部 
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図３－１－２－Ｆ－４ 評価モデル（マルチセンサ検出器部） 

 

マルチ検出器 

マルチ検出器ドライブ回路 
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図３－１－２－Ｆ－５ 評価モデル（電気回路部） 

 

 

 

 
図３－１－２－Ｆ－６ 評価モデル（校正部（ハロゲンランプ）振動試験時） 

 

ハロゲンランプ 
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図３－１－２－Ｆ－７ 評価モデル（ポイティング部） 

 

 

 

（４）プロトフライトモデル 

 プロトフライトモデルの製作に使用する部品のうち、長納期の部品として、下記の

部品について、調達を行った。 

 

   ・ハイパースペクトルセンサ SWIR用検出器 

       調達先： Sofradir社（フランス） 

 

   ・マルチスペクトルセンサ用検出器 

       調達先： Dalsa社（カナダ） 

 

・ハイパースペクトルセンサ用集光光学部ミラー 

       調達先： SAGEM社（フランス） 
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３－１－３－Ｆ 特許出願状況等 

 

表３－１－３－Ｆ－１ 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

区分 特許出願 論文 その他外部発表 

（プレス発表等） 年度 国内 外国  

H21FY 1  7 4 

H22FY  1 8 2 

 

論文・発表リスト 

学会・研究会・WS等名称 発 表 題 目 時期 

日本リモートセンシング学会 第 46回（平成

21年度春季）学術講演会 

ハイパースペクトルデータ利用基盤技術の

研究開発の概要 

2009年 5月 

電子情報通信学会 宇宙航行エレクトロニク

ス研究会/  

衛星搭載用ハイパースペクトル/マルチス

ペクトルセンサの開発 

2009年 6月 

信学技報 vol.109, no.101, SANE2009-46, 

pp181-184 

衛星搭載用ハイパースペクトル/マルチス

ペクトルセンサの開発 

2009年 6月 

HyspIRI Workshop 2009 

JPL NASA 

Japanese Hyper-spectral and 

Multi-spectral Sensor System 

Development Status 

2009年 8月 

ALOS-3 利用ワークショップ１ 

JAXA 

高性能ハイパースペクトルセンサ等研究

開発プロジェクト 

2009年 8月 

日本リモートセンシング学会 第47回学術講

演会 

衛星ハイパースペクトルリモートセンシン

グと問題生態系観測 

2009年 11月 

日本リモートセンシング学会 第47回学術講

演会 

衛星搭載用ハイパー/マルチセンサの軌

道上波長校正について 

2009年 11月 

第一回ハイパーマルチミッションセミナー「超

多バンドセンサで見る世界」 

ハイパー/マルチスペクトルセンサ開発状

況紹介 

2009年 12月 

ハイパースペクトル応用学会 

第 1回講演会 

衛星搭載用ハイパースペクトルセンサの

開発状況 

2010年 1月 

Hyperspectral Workshop 2010 

ESA, ASI, DLR, GFZ 

Onboard spectral calibration for the 

Hyperspectral/Multispectral sensors 

2010年 3月 

ALOS-2/3 ワークショップ JAXA ハイパースペクトルセンサの開発状況につ

いて 

2010年 3月 

日本リモートセンシング学会 第 48回（平成 ハイパースペクトルデータにおける光学特 2010年 5月 
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22年度春季）学術講演会 性の改善 

日本リモートセンシング学会 第 48回（平成

22年度春季）学術講演会 

ハイパースペクトルとマルチスペクトル画

像を用いたシャープン画像生成 

2010年 5月 

The Proceedings of the Hyperspectral 

Workshop 2010 

ESA Communications 

ESA/ESTEC 

Onboard spectral calibration for the 

Hyperspectral/Multispectral sensors 

2010年 6月 

IEEE IGARSS2010(International Geoscience 

& Remote Sensing Symposium) 

JAPANESE HYPER-MULTI SPECTRAL 

MISSION 

2010年 7月 

IEEE IGARSS2010(International Geoscience 

& Remote Sensing Symposium) 

DETECTION AND CORRECTION OF 

SPECTRAL AND SPATIAL 

MISREGISTRATIONS 

FOR HYPERSPECTRAL DATA 

2010年 7月 

ISIS WG   2010年 7月 

HyspIRI Workshop 2010 JPL NASA   2010年 8月 

SPIE Remote Sensing Onboard Spectral Calibration for the 

Jananese Hyperspectral Sensor 

2010年 9月 

SPIE Asia-Pacific Remote Sensing  The Functional Evaluation Model 

for the On-board Hyperspectral 

Radiometer 

2010年 10月 

SPIE Asia-Pacific Remote Sensing  Fast Compression Implementation for 

Hyperspectral Sensor 

2010年 10月 

 

特許リスト 

 

 題目 時期 

特許 特願２００９－１５０８１１ 撮像装置、撮像方法及び撮像

回路 

2009.6.25 

出願 

特許 ＰＣＴ／ＪＰ２０１０／０００４０３４  （同上の国際特許） 2010.6.17 

出願 



F-21 

３－２－Ｆ 目標の達成度 

本プロジェクトの中間目標に対する達成度を表３－２－Ｆ－１に示す。 

中間目標のうち、最終目標性能に対する実現の見通しについては表３－２－Ｆ－２

に示すように全ての項目に関して達成見込みが得られているため、本プロジェクトの

中間目標は達成したと判断する。 

 

表３－２－Ｆ－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 成果 
達成

度 

設計 基本設計・詳細設計を行うこと

により、最終目標性能のセン

サスペックの実現の見通しを

得る。 

基本設計・詳細設計を行

うことにより、２－２－Ｆ

（１）項にて示した最終目

標性能項目について実

現の見通しを得た。 

最終目標性能の各項目

に対する達成度は表３－

２－Ｆ－２および表３－２

－Ｆ－３に示す。 

達成 

要素試作試験 以下の項目の要素技術開発を

行う。 

・高 S/N 比を実現する分光検

出系の開発により、S/N 比、

MTF などの性能について達

成の見通しを得る。 

・高精度校正方式の開発によ

り、ハイパースペクトルセン

サの波長精度について、達

成の見通しを得る。 

・高速データ処理系、データ伝

送系の開発により、大容量デ

ータを伝送するための技術

的達成見通しを得る。 

左記の要素技術開発を

行うことにより、各性能の

達成の見通しを得た。 

 

  

達成 

評価モデル 評価モデルにより下記事項を

確認する。 

・軌道上環境での熱環境や機

械環境に対する耐性につい

評価モデルの設計・製

作・試験を行い下記事項

を確認した。  

・耐熱・機械環境性、電磁

達成 
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て試験により確認する。 

・分光検出系、信号処理部、校

正系、伝送系の電気的な性

能確認を行う。 

・ポインティング機能および

データ圧縮機能について、

達成の見通しを得る。 

適合性を確認した。  

・分光検出系、信号処理

部、校正系、伝送系の電

気的性能について評価モ

デル性能試験により最終

目標性能の確認を行っ

た。 

・ポインティング機能、デ

ータ圧縮機能の確認を行

い、最終目標性能の達成

の見通しを得た。  

 

プロトフライト

モデル 

長納期の部品について調達を

行う。 

長納期の部品として下記

の部品について、調達を

行った。 

・ハイパースペクトルセン

サ SWIR用検出器 

・マルチスペクトルセンサ

用検出器 

・ハイパースペクトルセン

サ用集光光学部ミラー 

達成 
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表３－２－Ｆ－２ 最終目標に対する達成の見通し（ハイパースペクトルセンサ） 

項目 最終目標 達成の見通し 
達成

度 

空間分解能 30m以下 30m以下 達成 

観測幅 30km程度 

(空間分解能の 1000倍) 

30km程度 達成 

バンド数 185程度 185 達成 

観測波長域 04～2.5μ m 04～2.5μ m 達成 

波長分解能 

（バンド幅） 

平均 10nm以下(VNIR) 

平均 12.5nm以下（SWIR） 

波長サンプリング間隔と

して 

VNIR： 10nm以下 

SWIR：12.5nm以下 

達成 

最大入射輝度 アルベド 70% アルベド 100%でも飽和し

ない 

達成 

S/N比 仕様値 450以上@620nm 

仕様値 300以上@2100nm 

（前提：アルベド 30%、太陽天頂

角 24.5度） 

450以上@620nm 

300以上@2100nm 

達成 

暗時雑音 S/N比輝度レベルのシグナル

の 1/350以下 

S/N比輝度レベルのシグ

ナルの 1/350以下 

達成 

迷光 S/N比輝度レベルのシグナル

の 1/100以下 

S/N比輝度レベルのシグ

ナルの 1/100以下 

達成 

MTF 0.2以上 0.2以上 達成 

ラジオメトリック

分解能 

量子化ビット数 10bit以上 12bit 達成 

波長精度 VNIR：誤差 バンド幅の 2%以下 

SWIR：誤差 バンド幅の 5%以下 

VNIR：誤差 バンド幅の

2%以下 

SWIR：誤差 バンド幅の

5%以下 

達成 

バンド間相対

感度精度 

誤差 2%以下 誤差 2%以下 達成 

オンボード圧

縮・処理能力 

有 

（可逆のデータ圧縮を有する） 

有 

（可逆のデータ圧縮を有

する） 

達成 

ポインティング

機能 

有 

(マルチスペクトルセンサの観

有 

(マルチスペクトルセンサ

達成 
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測範囲内でのハイパースペク

トルセンサの独立ポインティン

グ機能を有する) 

の観測範囲内でのハイ

パースペクトルセンサの

独立ポインティング機能

を有する) 
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表３－２－Ｆ－３ 最終目標に対する達成の見通し（マルチスペクトルセンサ） 

項目 最終目標 達成の見通し 
達成

度 

空間分解能 5m以下 5m以下 達成 

観測幅 90km程度 

(空間分解能の 18000倍) 

90km程度 達成 

バンド数 4  4 達成 

観測波長域 0.45～0.89μ m 0.45～0.89μ m 達成 

最大入射輝度 アルベド 70% アルベド 100%でも飽和しな

い 

達成 

S/N比 仕様値 200以上（ノミナル 215

以上）@全ての観測帯 

（前提：アルベド 70%、太陽天

頂角 24.5度） 

200以上（ノミナル 215以

上）@全ての観測帯 

達成 

暗時雑音 S/N比輝度レベルのシグナル

の 1/400以下 

S/N比輝度レベルのシグ

ナルの 1/400以下 

達成 

迷光 S/N比輝度レベルのシグナル

の 1/100以下 

S/N比輝度レベルのシグ

ナルの 1/100以下 

達成 

MTF 0.3以上 0.3以上 達成 

ラジオメトリック

分解能 

量子化ビット数 8bit以上 12bit 達成 

バンド間相対

感度精度 

誤差 2%以下 誤差 2%以下 達成 

オンボード圧

縮・処理能力 

有 

（可逆のデータ圧縮を有する） 

有 

（可逆のデータ圧縮を有す

る） 

達成 

ポインティング

機能 

有 

(衛星ポインティングも対象) 

有 

(衛星ポインティングによ

る) 

達成 
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表３－２－Ｆ－４ 評価モデルに対する達成度 

項目 達成見通し 達成度 

分光器 ASSY フライト品と同等モデルを製作し、検出器と噛み合

わせての光学性能（透過率、スマイル/キーストー

ン、装置関数等）の確認を行った。 

また、軌道上温度環境および機械環境を模擬した

状態での性能変化を確認し、耐性を確認した。 

達成 

マルチ検出器部 フライト品と同等モデルを製作し、信号処理性能の

確認を実施した。また、電磁干渉の有無についても

併せて確認した。 

達成 

電気回路部（圧縮機

能含む） 

フライト品と同等モデルを製作し、圧縮部回路およ

びシミュレーションデータにより、圧縮したデータの

期待値との一致性確認、圧縮率の評価等を行っ

た。 

達成 

校正部 軌道上校正に使用するハロゲンランプを製作し、軌

道上熱環境・機械環境に対する耐性を確認した。 

また、校正データの評価手法を確立する。 

達成 

ポイティング部 ポインティング部およびロンチロック部について、静

荷重試験、振動試験、保持解放試験を行い、機能

性能の確認を行った。 

達成 
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４－Ｆ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｆ 事業化の見通し 

 

現在開発を実施しているハイパースペクトルセンサを利用した事業として、① セン

サそのものまたは、このセンサを搭載した衛星システム（地上局含む）を販売する事

業、② 衛星から得られる観測データや付加価値をつけた情報を販売する事業、の２

種類を考えている。現時点では、特にデータ販売に関しては、各種の条件が明確に

なっていないところもあり、事業化に関しては概略の市場規模や効果の予測と、この

開発センサを用いたデータ販売事業を行う上で検討を要する条件を明確化し、事業

化の構想を検討した。 

 

実用化と事業化の定義については以下の様に考えている。 

 

実用化：ハイパースペクトルセンサおよびマルチスペクトルセンサともに、ALOS-３

への搭載が計画されており、現状では平成２７年度に打上を想定している。この

ALOS-３での軌道上実証をもって、両センサの実用化を確認することとする。 

 

事業化：実用化の確認を受けて、事業化を進めるが、その内容は、①センサそのも

の、あるいはセンサを搭載した衛星システムを販売するセンサ販売事業と、②セン

サから得られる観測データや付加価値を付けた情報を販売するデータ販売事業、

の２種類となる。 

（１）実用化について 

 現在、ALOS-３への搭載に向けて、衛星側とインタフェース調整を行いな

がらセンサ開発を進めている。平成２１～２２年度に PDR(基本設計審査)を実施

し、平成２３～２４年度には CDR(詳細設計審査)を実施する予定であり、平成

２５年度に目標性能を満足するフライトモデルを完成する予定である。衛星打

ち上げは平成２７年度を想定しており、ALOS-3 の軌道上実証により、実用化を

確認する予定である。 

 

（２）センサ販売の事業化について 

近年、海外では低価格の衛星やセンサを複数組み合わせたコンステレーションに

よる複数衛星による地球観測のニーズが出てきている。現状開発中のハイパースペ

クトルセンサ自身やその発展型も含め事業展開を考えている。 

事業の形態としては、以下のケースが考えられる。 

日本におけるプログラムの立ち上げ 

海外への展開 
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①事業化の構想 

(a) 日本におけるプログラムの立ち上げ 

 ハイパースペクトルセンサ販売を国内で実現するのは、データの利用官庁が継

続的にデータ取得するプログラムを立ち上げる場合の可能性が高く、公的なデータ

利用にも非常に有効であり、今後データ利用の要求を訴求していくことを計画して

いる。データの継続的な利用を実現するためには、現在開発しているハイパースペ

クトルセンサが打上げられ、その寿命が尽きる頃に打上げられることが有効である。

従って、現在のハイパースペクトルセンサの打上が 2015 年頃になるとすると次期

の打上げは2020年ごろとなる。この場合には、更に高性能化等の改善が必要にな

る可能性が高いと想定しており、新たな開発要素を必要とする新製品開発とすると、

2015～6 年頃から、次世代のセンサ開発としてのプログラム立ち上げが必要となる

ため、開発事業のターゲットとしてその実現に向けて提案活動等を推進していく予

定である。 

 現在ハイパースペクトルセンサを活用してデータ利用の事業化を検討している

グループ等が将来的に独自のセンサや衛星を保有する可能性はある。また、デー

タ利用を広く国内外のユーザに呼びかけることにより、データ利用への機運が高ま

ってくる場合には、民間としても衛星のニーズに応えるべく、官民の連携を含めた

民間主体の衛星が実現する可能性はある。この方向でも事業の拡大に努力し、セ

ンサや衛星の販売事業につなげていくことを考えている。 

 

 (b) 海外プログラムへの販売 

最近の新興国における衛星保有や開発をターゲットとした開発の受注に関して

は可能性が十分にあると考えている。 

現在複数国での衛星やセンサ保有を目指した開発の可能性があり、今後これら

の可能性を追うと共に、日本政府の資金や国家間の協力によって、海外プログラ

ムが実現する可能性もある。 

今後の官民の連携による海外売込みが進む場合には、海外へのセンサ販売や

技術提供、更には地上システムを含む衛星システム全体の提供の可能性も十分

あると考えている。 

 

（３）  データ販売における事業化について 

① 事業化における課題と対策 

本センサの搭載予定衛星ALOS-3の運用は基本的にはJAXAが主体に行うこと

が想定されるため、このような条件での地上系の分担を含めた想定を行って、事業

化の検討をする必要がある。図４－１－Ｆ－１に衛星を含む地上システムの構成を

示しているが、JAXA を含む官と民間の役割分担がどのようになるかによって、地



F-29 

上局の保有や、運用の権利、データの展開等の方法が変わる。センサの運用やデ

ータのアーカイブでの事業も視野に入れると以下のような課題が発生するため、取

得されたデータの利用販売に関する民間事業の拡大も事業展開の範囲に加えて、

活動を進めていく予定である。 

衛星・センサ運用業務データ配信業務

衛星データ
受信局

衛星データ
商品化処理

データ・アーカイブ／
シグネチャー・ライブラリ

衛星データ
一次処理

衛星データ
ニ次処理

リソース管理

気象分析

軌道上校正

ユーザー
政府／企業

衛星追跡管制

ミッション運用

オーダーデスク

ALOSALOS--3 3 衛星衛星

 

図４－１－Ｆ－１ ハイパースペクトルセンサ関連の地上局の構成例 

 

ALOS-3 には、ハイパースペクトルセンサのほかに ALOS-3 用のパンクロマティ

ックセンサが搭載されることが決定されており、衛星及びセンサの運用はパンクロ

マティックセンサとハイパースペクトルセンサの両方での観測を想定して考える必

要がある。また、マルチスペクトルセンサは、JAXA でも開発・搭載を予定していた

センサであり、JAXA 及び事業化主の双方の要求により運用されることを想定する

必要がある。 

この場合、 

・ パンクロマティックセンサとハイパースペクトルセンサの運用のリソース配

分をどのようにするか 

・ マルチスペクトルセンサの運用者がJAXAと事業化主の両方になり、この

両者でのシェアをどうするか 

・ データアーカイブの分担をどうするか 

・ データ配信の権利をどうするか 

・ センサのメンテナンス、校正データへの保証はどうするか 

・ 以上を踏まえた場合の地上局の構成と整備分担をどうするか 

・ データ販売の価格設定や販売ルートをどうするか 

等の課題がある。 

これらに関しては、今後関係者との調整を積極的に進めて課題の解決を図り、
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事業化を進めていくように考えている。 

 

②  事業化の構想 

ハイパースペクトルセンサ（マルチスペクトルセンサも含む）は、沢山の波長を有

していることから、高付加価値情報を広い分野に提供出来る可能性を有している。

この為、現在開発中のセンサによる情報の活用を広く官民に促し、データ販売及

び利用事業の発展を目指すことで、市場の掘り起こしに務める。そのため、市場調

査やデータ販売、各種デ－タ利用に関する国内外のユーザや連携先等の獲得や

条件調整を実施する。 

また、ハイパースペクトルセンサのデータ販売の事業展開を図るため、データ利

用の拡販を行うために、国内のユーザによる業界（コンソーシアム等）の実現を目

指した活動を展開していく予定である。これらの組織やデータ利用ビジネスを目指

す企業等との連携を図り、データ配信から付加価値情報の展開までを事業の対象

の最大範囲として、各種専門企業との連携を図りながら、需要の拡大に努めてい

く。 

 一方、本事業化にあたっては、①項に示すような課題があるが、これらの関係者

との調整は今後開発と並行して積極的に進めていくことで解決を図っていく。 

 

③ 将来的な事業化の見通し 

ハイパースペクトルセンサの詳細なスペクトル情報による利用には大きな期待がも

たれており、今後ハイパースペクトルデータの利用に関するアルゴリズムの開発に伴

い、データ利用の拡大が期待される。潜在市場は大きく、データの継続が実現すれば、

国際的な事業として発展する可能性がある。 国際的な事業協力も含めた事業を目

指して推進する。 

現在開発中のセンサのデータによる利用の普及をベースにして、その後のデータ

利用事業の拡大を図っていく。このため、データ利用ユーザを含めた業界（コンソーシ

アム等）を実現し、更なる拡大、展開を目指し、官民の利用ユーザへのつながりのス

キーム構築を強化する。さらに、衛星からの取得データの配信から、付加価値データ

の展開までを視野に入れて、専門企業等との連携を図りながら需要の拡大に努め

る。 
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４－２－Ｆ 波及効果 

 

ハイパースペクトルセンサデータには非常に多くの情報が含まれており、そ

の潜在価値は非常に高いと言える。特に多数のスペクトルを有することから、

土壌の質を見極めるために非常に有効であること、植生の種類や生育状態を見

極めるためにも大きな効果を発揮できることが期待される。更に、水質等の汚

染の状況の識別や陸域での土地利用の詳細な識別にも能力を発揮できる。この

ような、特徴から、食料、海洋資源、鉱物資源やエネルギー探査、環境監視等

での情報提供による波及効果は計り知れなくなる。 

更に、センサの特徴から、分解能等の向上が図られることによって、安全保

障分野での利用にも大きな期待がかかっている。このように、数値的な換算が

出来ない部分もあるが、データの情報化による波及効果の大きさは計り知れな

い。 

この観点で、ハイパースペクトルセンサのデータ販売は将来の事業化として

は大いに期待が持てる分野である。 

本センサ開発、センサ販売、データ販売事業の継続による事業の安定化、拡

大により以下の波及効果を期待出来る。 

 

（１）研究体制への波及効果(人材育成、研究開発継続)  

① 分光センサ技術者、画像データ処理技術者の育成、維持拡大が可能。衛

星搭載センサ開発者の確保。 

② 分光技術、素子技術、分光測定技術、画像分析技術等の継続開発による

技術、ノウハウ蓄積が可能。 

 

（２）技術的波及効果 

① 分光、校正技術が蓄積される。 

② データ利用業者は、分光センサデータ利用に際してデータベースが必須

であり、ハイパープロジェクトによる大量の分光データ取得はこのデータベー

ス蓄積に大きく貢献する。 

 

（３）経済的波及効果、社会的効果 

☆ 資源探査能力の向上  

 化石燃料資源の大半を輸入に依存する我が国においてその安定供給の確

保は国家安全保障に直結する課題である。本プロジェクトで開発するハイパー

スペクトルセンサの取得データから得られる地表面情報は資源の有無、分布な

どに関し従来の ASTER などのセンサのデータより精度の高い情報を提供でき
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るため新しい油田や鉱床の発見、鉱床探査の効率化が可能となるなどによる、

資源の安定供給の確保、資源国への開発支援に多大な効果が期待できる。 

仮に新規油田の発見・開発 が実現した場合、数兆円～数十兆円の効果が期

待される。 

  

☆ その他（環境監視・農林業等）  

多数のスペクトルを有することから、土壌の質を見極め、植生の種類や生育

状態を見極めるためにも大きな効果を発揮できる。更に、水質等の汚染状況の

識別や陸域での土地利用の詳細な識別にも能力を発揮。このような特徴から、

以下が期待できる。 

① 農産物の育成管理へ貢献が期待できる。国内農業生産額（耕種）が６．

３兆円（平成１８年度）であるが、この 0.1%が改善されれば、６０億円の効果

が期待される。 

② 海洋資源、鉱物資源やエネルギー探査、森林、河川等の環境監視等での

情報提供による波及効果は計り知れなくなる。更に、分解能等の向上を図るこ

とで、安全保障分野での利用にも大きな期待が出来る。 

 

 

 
センサ開発 軌道上観測データ 

 

事業化 

事業化構想 

市場動向調査 

データ販売(官・民・海外) 

センサ販売(国内・海外) 

研究体制への波及効果 (人

材育成、研究開発の継続性)  

技術的波及効果（分光・校

正技術、データベース） 

 

経済的波及効果、社会的効果  

 資源探査＝新規油田・鉱床  

 環境監視・農林業等 

事業化 【事業化】 

【波及効果】 

図４－２－Ｆ－１ 事業化・波及効果のフロー 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｆ 研究開発計画 

 

（１） 事業計画(研究開発)の内容 

本研究開発では、平成 25年度までに環境観測・災害監視・資源探査・農林水産な

ど、多様な用途への活用を可能とする広い観測幅と高い波長分解能を有する高性

能な衛星搭載型ハイパースペクトルセンサ及びマルチスペクトルセンサの技術の開

発を行う。 

センサ開発は概念設計、基本設計、詳細設計、維持設計のフェーズで実施し、搭

載モデル（フライトモデル）を開発し、実運用に供するが、技術的課題である要素技

術の解決を目的とした要素技術開発及び目標仕様の実現性確認、搭載に耐える設

計であることを確認する評価モデルを設計・製作・試験し確実な開発が可能なように

計画している。 

各項目の内容は以下のとおりである。 

① センサシステムの設計 

高性能な衛星搭載型ハイパースペクトルセンサ及びマルチスペクトルセンサの基

本計画の実現を目的とした概念設計、基本設計、詳細設計、維持設計を行い、フラ

イトモデルの開発仕様書の作成、維持を行う。「②センサシステムの要素技術開発」

及び「③評価モデルによる検証」は基本設計、詳細設計に反映される。 

② センサシステムの要素技術開発 

技術開発が必要な要素技術に関し、早期に性能実現の可能性を確認するため、

以下の項目の要素技術開発を行う。 

・ 高 S/N比を実現する分光検出系技術 

・ 高精度校正系技術 

・ 高速データ処理系、データ伝送系技術 

③ 評価モデルによる検証 

ハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトルセンサの設計の確認を行うことを目

的として、評価モデルによる検証を行う。 

 評価モデルとしては以下の２種類を開発する。 

・ 「熱構造モデル」：熱構造的な性能を確認するものとし、軌道上環境での熱環境

や機械環境に対する耐性について試験により確認する。 

・ 「機能評価モデル」：電気的な性能を評価するものとし、分光検出系、信号処理

部、校正系、伝送系の性能確認を行う。さらに、校正精度評価方法及び観測自

動化技術の開発を行う。 
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④ フライトモデルの開発 

「①センサシステムの設計」に基づきハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトル

センサのフライトモデルを設計･製作し、地上検証試験によりセンサ性能目標値の

実現性を確認する。衛星軌道上での運用に必要な各種耐環境性、電磁適合性に

ついても併せて検証する。 

⑤  宇宙実証支援 

「④フライトモデルの開発」で開発、必要な確認試験を実施したセンサについて、

円滑な軌道上実証実験に向け、搭載・インテグレーション支援作業を行う。 

 

（２） 全体スケジュール 

 本プロジェクトの全体スケジュールを図５－１－Ｆ－１に示す。 

 

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

設計  

概念設計 

基本設計 

詳細設計 

維持設計 

      

             

 要素試作 
 

        

センサ開発 

評価モデル 

フライトモデル 

  設計・製作 

  試験 

 

  

 
 

 
 

  

 

図５－１－Ｆ－１ 全体スケジュール 

注）MRR：ミッション要求審査、SRR：システム要求審査、PDR：基本設計審査、CDR：詳細設計審査、 

PSR：出荷前審査  

 

 

▲MRR 

▲SRR 

▲PDR-1 

 

▲PDR-2 

 △CDR 

 

△PSR 

 

 △ 

打上 

(予定) 

 

 

ALOS-3 

 

▲NEDO中間評価 
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５－２－Ｆ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

（１）実施体制 

財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構（JAROS）及

び日本電気株式会社（NEC）は、本事業を以下に示す体制により実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

(システム設計、フライトモデル製作、 

市場・技術動向調査、プロジェクト管理、)  

（コンポーネント設計、要素技術、評価モデル、開発事業化検討) 

プロジェクトリーダー：岩崎 晃 

東京大学 大学院工学系研究科 先端学際工学専攻 教授 

経済産業省 

高性能ハイパースペクトルセ

ンサ等研究開発技術委員会 

(産業技術総合研究所 土田

委員長) 

(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

［共同実施先］ （衛星とのインタフェース調整作業を共同実施する） 

日本電気株式会社（NEC） 

(財 ) 資源探査用観測システ

ム・宇宙環境利用研究開発機構 

（JAROS) 

機上校正検討チーム 

（平成 19年度～平成 22年度は、NEDO執行事業。平成 23年度より経済産業省直執行事業） 
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（２） 研究の運営管理 

① 事業実施における運営方針・方法 

研究開発成果であるセンサ（フライトモデル）を搭載し実証実験を行う衛星側開発

機関との調整を実施し、適切なインタフェース調整を行う。センサ搭載予定の衛星の

開発担当である独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)とJAROS間で共同研

究契約を締結し実施する。 

また、(財)資源・環境観測解析センター(ERSDAC)で実施している、ハイパースペク

トルデータの情報抽出に必要なハイパースペクトルデータの解析技術開発、スペクト

ルデータベースの開発を行う「次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」と協

力し、お互いの委員会に相互参画するなどによりセンサ開発、利用研究双方の情報

交換を密に行っている。 

また、METI（平成 19年度～平成 22年度はNEDO）、JAROS、NECの間で定例の月

例会による進捗確認を行うことで、日程管理、課題の解決が適切に行うことができる

ようにしている。 

 以下に本事業での役割分担を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                         （委託） 

                              

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

  

 

財団法人 資源探査用観測システ

ム・宇宙環境利用研究開発機構 
 

・総合システム設計 
・全体の整合性の確保（搭載衛星とのインタ

フェース調整を含む） 

・評価方針検討及び試験結果などの評価 

・開発計画・仕様書の維持改訂 

・フライトモデルの開発 

・委員会業務など 

 

日本電気株式会社 

 
 

・システム・コンポーネントの設計 

 仕様及び各要素技術の技術的実現性の確認 

・要素技術開発・評価・ 

・評価モデルの開発 

・試験計画立案、試験・評価データの分析、評価

方法検討 

・事業化の検討 

 

経済産業省  
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② 技術委員会の組織・役割 

本事業の実施に当たっては、JAROSを事務局として国内有識者からなる委員会

を設け、事業計画、開発・検討結果の審議などを実施し、開発内容の妥当性、設

計品質などの確保に努めている。 

委員会に関しては以下の構成で実施している。 

 

 

 

               高性能ハイパースペクトルセンサ、マルチスペクトルセンサの

設計状況の確認、開発仕様書の内容確認、製造・試験フェー

ズでの取得データの確認を行う。 

           

 

機上校正の方式検討、取得データ、試験要求などの検討。 

 

  

技術委員会委員名簿 

 氏  名 所   属  

PL 岩崎 晃 東京大学大学院工学系研究科 教授 H２０～２１委員

長 

 

委員長 土田 聡 

 

産業総合技術研究所  情報技術研究部門 

地球観測グリッド研究グループ長 

H２２～委員長 

委員 山口 靖 名古屋大学大学院環境学研究科 教授  

委員 新井 康平 佐賀大学 理工学部 教授  

委員 佐鳥 新 北海道工業大学 創生工学部  教授  

委員 石井 順太郎 産業技術総合研究所  計測標準研究部門 

放射温度標準研究室長 

H２２～機上検

討チームリーダ 

委員 山田 善郎 産業技術総合研究所  計測標準研究部門 

放射温度標準研究室 主任研究員 

H２１～ 

委員 清水 祐公子 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 放射

温度標準研究室  
H２２～ 

委員 中村 良介 産業技術総合研究所 情報技術研究部門  H２２～   

委員 松永 恒雄 

 

国立環境研究所 環境計測研究センター  

環境情報解析研究室 室長 

 

委員 鹿志村 修 資源・環境観測解析センター利用技術研究部

長 

H２１～ 

委員 大沢 右二 宇宙航空研究開発機構 宇宙利用ミッション

本部 ALOS２プロジェクトマネージャ（上席開

発員） 

 

高性能ハイパースペクトルセ

ンサ等研究開発技術委員会 

機上校正検討チーム 
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委員 春山 純一 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 

固体惑星科学研究系  

 

委員 大竹 真紀子 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 

固体惑星科学研究系  

 

退任 小野 晃 産業技術総合研究所 副理事長 H１９委員長 

退任 佐久間 史洋 産業技術総合研究所  計測標準研究部門 

主任研究員 

H１９～２１機上

検討チームリー

ダ 

退任 山本 泰志 宇宙航空研究開発機構 宇宙利用ミッション

本部 地球観測センター  

H２０～２１ 

退任 高橋 秀人 伊藤忠商事株式会社航空宇宙・産機システム

部門 企画開発室 担当部長 

H１９～２１ 

退任 丸山 裕一 資源・環境観測解析センター企画部長 H１９～２０ 
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５－３－Ｆ 資金配分 

資金配分（実績）は、図５－１－Ｆ－１に示した全体スケジュールに基づき、事業計

画（研究開発計画）の各項目に配分し、各々の進捗に従い、事業を適切に推進してい

る。 

 

 

  表５－３－Ｆ－１ 資金度配分       （単位：百万円） 

年度 平成 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 合計 

設計 72 74 83 93 120 442 

要素試作試験 393 187 00 00  00  580 

評価モデル 00 689 1,230 400 00 2,319 

フライトモデル 00 00 1,060 1,540 2,050 4,650 

合計 465 950 2,373 2,033 2,170 7,991 
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５－４－Ｆ 費用対効果 

 

（１） 事業化の計画 

４－１－Ｆ項にて、種々の形態でのセンサ販売に関する事業化の可能性を概観し

たが、今後これらの実現に向けて各方面への提案活動や、連携を働きかけていくこと

が必須となる。特に、国内の官のプログラムでの計画、データ利用事業の立ち上げに

よるセンサへの需要、官民連携による海外への売り込み等について、現在開発中の

センサによる拡販活動を今後更に活発化して事業化の可能性を高めていくことが重

要である。現在開発中のセンサのデータが各種ユーザに展開された後、その後継機

の実現や更に高性能化したセンサへのニーズが出てくることが期待される。 

 

センサ及び関連システムでの事業規模を非常に概略で以下に推定する。 

これまでの官のプロジェクトの場合には、性能の向上を図ることを目的に、開発要

素を多く要する開発であったため、開発費用は比較的大規模になる。宇宙基本計画

実現により、データ利用重視の方針が打ち出されており、繰り返しの観測継続が求め

られる場合には、現在開発中のセンサを継続して製造することとなる。また、民間や

海外への販売を想定する場合には、小型衛星に搭載して地上システムまで含めた全

体システムの提供を想定することになる。 

現在開発中のハイパースペクトルセンサ打上後の５年間程度で、データ利用が進

むと国内外で衛星や地上系の継続に期待がかかると考えられる。この期間にハイパ

ー関連のプログラムが国内外需要によって 2～3システム立ち上がるとすると、数 100

億円程度の事業規模となると推定される。 
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（２）事業化の規模 

ハイパースペクトルセンサから得られる情報の種類及び量は従来のマルチスペクト

ルセンサの場合よりもはるかに広く多くの利用への潜在的な可能性があることを考慮

して、現状での世界的なデータ利用のビジネス規模から、本センサによる観測データ

利用が始まった場合の市場の規模や波及効果の規模の推定を行った。 

 

 
 

図 ５－４－Ｆ－１観測データ利用の事業規模に関する情報 

 

図５－４－Ｆ－１は 2004年度の ASPRS(American Society of Photogrammetry and 

Remote Sensing )のデータであり、2012年度の航測・衛星のデータ利用事業規模で、

約 44億＄(04-12計)となり、うち衛星リモセン市場は約 15億＄である。ハイパーの登

場によって、更に市場の拡大が進むと全世界の衛星リモセン市場は 2012年度以降、

過去５年間と同様の伸び率として、センサ運用５年間とするとその間の約 72 億

＄（6700 億円）にまで拡大するものと期待される。当然のことながら、これはハイパー

だけのデータではないが、データとして最も多くの情報を含むデータであることから、

ハイパースペクトルセンサでの市場は非常に期待できる可能性がある。一方、日本で

のデータ利用事業に関しては、衛星データ全体で現状約 100億円程度の規模の事業

になっている。今後ハイパースペクトルセンサの打上に伴い、データ利用の分野が増

えることが期待されることから、国内における市場規模も、海外と同様に大幅に伸び

てくることが期待される。 
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５－５－Ｆ 変化への対応 

 

 （１）機能追加 

ハイパースペクトルセンサの開発において、搭載する衛星からの追加要求条

件、および取得したデータを利用するユーザーからの新規要求条件を実現する

ために、下記の機能が追加された。 

 

  ・ハイパースペクトルセンサ独立ポインティング 

平成１９年度に実施したミッション要求審査委員会での要望事項であった、マ

ルチスペクトルセンサの 90kmの観測範囲内でのハイパースペクトル30km観測

幅を移動可能とする機能。 

 

  ・データ圧縮 

ダウンリンク容量が十分でなく、JAXA 開発の 0.8m/50km パンクロマチックセ

ンサも含め発生データ量が多いため、効率的なデータ・ダウンリンクを行うため

に必要な可逆のデータ圧縮機構。 

 

（２）プロジェクト期間の延長 

平成２２年度から実施することとした上記機能の開発の追加および搭載衛星

(JAXA)の開発スケジュールに依存する衛星インタフェース設計の実施のため、

開発完了を平成２５年度まで延長することとなった。 

    衛星打上時期は、当初想定した平成２６年度から現時点では平成２７年度とな

っており、フライトモデルの衛星への引き渡し時期についての整合性は取れてい

る。 

 

（３）ＮＥＤＯ中間評価（平成２１年度）の反映 

 

（指摘事項）  

   地球上で従来のセンサでは見られなかったものが見る事が可能となったとい

うようなシンボル的目標物、例えば、樹種の違いなどが見分けられるというような

具体的な事例があると一般的にも理解されやすい。  

（対応）  

   データ利用に関しては、別途実施の「次世代地球観測衛星利用基盤技術の

研究開発」プロジェクトにおいて、データ利用の実証検討が推進されている。当

該プロジェクトでは１２種の樹種を７０％以上の精度で分類可能というような成果

がある。  

 

（指摘事項）  

  本プロジェクトにおいて、日本のキーテクノロジーと言えるものがない

ので、日本固有の技術を取り入れていくことを期待したい。  

（対応） 

  新規機能として追加開発を実施している「データ圧縮機能」については、
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国産開発されたデータ圧縮アルゴリズムをベースに進めており、可逆性・

圧縮率・処理速度の点でも海外に比肩する性能を有するものとなる。 
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Ｇ 次世代地球観測衛星利用基盤技術の 

研究開発 

 

 

 

 

 

 
 (財)資源・環境観測解析センター 

（独）産業技術総合研究所 

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
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１－Ｇ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｇ 事業目的 

 

我が国の石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率は約 20％に過ぎない。エネ

ルギー基本計画（平成 22 年 6 月）では、これを 2030 年までに 40％以上まで引き上げ

ることを目標としており、国内外において石油資源開発を効率的に進める必要があ

る。 

また、平成 22 年度においては、我が国の資源確保に大きな影響を与える出来事

が起こっている。メキシコ湾の大規模な海底油田事故は海底油田開発のリスクの大

きさを再認識させ、中東アフリカ地域における民主化運動は今でもなお産油国及びそ

の周辺が政情的に不安定であることを示している。さらに、東日本大震災による福島

第一原発の事故により、準国産エネルギーとも言われた原発の今後の見通しが不透

明である。エネルギーセキュリティの観点からは、今後も我が国の自主開発比率を高

め、万が一の際に対処できる備えが必要である。 

欧米のメジャーと呼ばれる大手石油会社は、衛星画像データを用いて地質構造解

析を行い、鉱区選定の大きな判断材料としている。メジャーが、年間に鉱区に投資す

る額が 1 社当たり 150 億ドルから 200 億ドル程度なのに比べ、日本は、石油開発の中

核的企業でさえ、年間数百億円程度である。原油の高騰が続いている中、メジャーは

鉱区取得の取組を促進しており、従来の衛星画像データにより判別できる有望地域

は尐なくなりつつある。よって、日本資本の石油開発会社がメジャーに先んじて有望

な鉱区を獲得するためには地質について、より詳細に解析することが可能な高性能

センサの開発とセンサデータの利用技術・処理技術の開発が不可欠である。  

全世界に先駆けてHISUIのセンサデータの利用技術・処理技術を確立することによ

り、石油埋蔵の有望地域を早期に発見し、自主開発比率を高め、我が国への石油資

源の安定供給に資することが本事業の目的の一つである。 

金属資源に関しても偏在性、有限性等から供給者数が限られ、非鉄メジャーによる

寡占化・独占化が進みやすい特性を有しており、経済安全保障の観点及び供給構造

の安定性の確保を図るため、探鉱能力を左右する探査技術の高度化・効率化を進め

る必要がある。 

上記背景を踏まえ、本事業では宇宙から地球表面を観測する高性能センサである

HISUI（Hyperspectral Imager Suite：高性能のハイパースペクトルセンサとマルチスペ

クトルセンサの両センサを合わせたセンサの名称。）のセンサデータ利用技術・処理

技術を開発している。HISUI の内のセンサの一つであるハイパースペクトルセンサは、

世界各国で開発が実施されているところであるが、世界初の衛星搭載用実用ハイパ

ースペクトルセンサの開発を実現した場合、そのセンサデータの利用技術・処理技術

も全世界に先駆けて開発する必要がある。 

 また、ＨＩＳＵＩによって得られるデータは、波長分解能が非常に高精度なものである

ため資源探査分野に限らず他の利用分野でもその利用価値は高くなっている。例え
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ば、農業分野では、食料の安定供給という観点から農作物の最適収穫時期を推定し

たり、森林分野では、植生を把握するという観点から樹種の分類をしたり、環境分野

では、環境保全という観点から、天然資源物の保全状況を監視するという利用手法

が考えられている。 

 本事業では、ＨＩＳＵＩのセンサデータの利用技術・処理技術を確立することにより、

農業分野、森林分野、環境分野においても、センサデータを有効に活用し、食糧供給

の円滑化、国土保全・管理、地球規模の環境問題の解決等に資することを目的とす

る。 

 

１－２－Ｇ 政策的位置付け 

 

次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発の政策的位置付けとしては、以

下のものが挙げられる。 

 

①「新成長戦略」（平成２２年６月１８日、閣議決定） 

②「産業構造ビジョン２０１０」（平成２２年６月３日、産業構造審議会産業競争力部会

報告書） 

③「宇宙基本計画」（平成２１年６月２日、宇宙開発戦略本部決定） 

④「宇宙分野における重点施策について」（平成２２年５月２５日、宇宙開発戦略本部

決定） 

⑤「科学技術基本政策策定の基本方針(案)」（平成２２年６月１６日、総合科学技術会

議基本政策専門調査会） 

⑥「エネルギー基本計画」（平成２２年６月１８日閣議決定） 

 

これらの政策の中では、資源・エネルギー供給の円滑化、食糧供給の円滑化、国

土保全・管理、地球規模の環境問題の解決等が目的として記載されている。また、エ

ネルギー基本計画（平成２２年６月）では、我が国の石油及び天然ガスを合わせた自

主開発比率（約２０％）を２０３０年までに４０％以上まで引き上げることを目標としてお

り、国内外において石油資源開発を効率的に進める必要がある。衛星を活用したリ

モートセンシング（遠隔探知）技術には、①産油国と調整を経ずに、開発の有望性に

関する評価が可能、②一度に広範囲の地域の分析が可能、③立入りが困難な地域

の分析が可能、等の利点がある。 

上記各政策が有する課題を解決するために、ＨＩＳＵＩのセンサデータの利用技術・

処理技術の開発は非常に重要な位置付けとなっている。 

 また、技術戦略マップ２０１０（宇宙分野）においても「資源探査・開発や

農林水産業などの行政での利用、国土管理や災害監視等の公共的利用など、国

民・社会への貢献を主眼とする地球観測衛星分野に対しては、従来の技術開発

中心から利用ニーズ主導により、衛星開発を継続的に進める必要があり、現在、



G-4 

陸域観測技術衛星「だいち（ＡＬＯＳ）」の後継機や次世代の地球観測センサで

あるハイパースペクトルセンサの開発が行われている。」と明示されており、ハ

イパースペクトルセンサのデータの利用技術・処理技術の開発は非常に重要で

ある。 

 

１－３－Ｇ 国の関与の必要性 

 

ハイパースペクトルセンサから得られるデータの処理技術は、国際的に見て

極めて高度な技術が要求されるために未だ研究段階であり、商業段階にはない

ものの、そのデータへの要望は世界的に拡大している。具体的には、従来のリ

モートセンシング市場における重要な購買層である資源探査会社、インテリジ

ェンス機関、航空測量会社、地図作成会社等による活用だけでなく、環境観測・

災害監視・森林観測・食糧分野等の産業利用が大幅に拡大することが期待され

ている。その一方で、衛星に搭載するセンサ及びそのデータの利用技術・処理

技術の開発には大規模な初期投資が必要なため、民間による自主的な取組を期

待することは難しい。 

 鉱物資源分野においては、資源価格高騰等により、資源国は豊富な資金を有

し、資金面のみからのパートナーは必ずしも求めていない状況の下、我が国リ

モートセンシング技術は、資源国から高く評価されるとともに、一部の資源メ

ジャーとの関係構築に発展している。鉱物資源の供給に関しては制約やリスク

が大きく、市場メカニズムのみによって安定供給確保を図ることが困難である

中で、国が技術開発等に積極的に支援することが必要不可欠である。 
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２－Ｇ 研究開発目標 

２－１－Ｇ 研究開発目標 

 

昨今の産業界の活動に不可欠なエネルギー・資源問題等に対処するため、より詳

細な地表構成物の物性の把握が可能とされる光学センサの最新技術であるハイパ

ースペクトルセンサを利活用する要望が急速に高まってきている。現在、経済産業省

が開発中のＨＩＳＵＩ（Hyperspectral Imager Suite：高性能のハイパースペクトルセンサ

とマルチスペクトルセンサの両センサを合わせたセンサの名称。）は、特に、我が国の

エネルギー・資源や食糧の安定供給、森林务化問題、環境保全に資する情報が得ら

れると期待されている。しかしながら最新技術であるが故に、未だ十分と言えるだけ

の利用実績が積み上げられていないのが実情である。そこで、データ利用者の立場

から、これまでの利用者・研究者の意見を反映したデータ利用基盤技術を開発すると

ともに、高品質なデータの供給を可能とする地上データ処理システムを構築し、ハイ

パースペクトルデータ等の利用拡大を通じて「宇宙利用の拡大」に貢献することが本

研究開発の目標である。 

 

２－２－Ｇ 全体の目標設定 

 

エネルギー・資源を始め、農業、林業、環境等の分野で、ＨＩＳＵＩデータの利用促進

を図るためには、ハイパースペクトルセンサで取得されるデータの実利用化のための

解析技術を構築し、打上前までにその検証・評価を行うことが必要であること、またＨＩ

ＳＵＩのデータを高品質・高精度で提供するために不可欠なセンサ校正技術、受信さ

れるデータから各種補正を施すデータ処理技術、ＨＩＳＵＩを最大限効率的に運用する

ために運用計画の最適化が可能な技術等を開発し、ＨＩＳＵＩ運用開始までに地上デ

ータ処理システムを構築することが必要である。さらに、金属資源に関しては昨今各

種金属・レアメタル（レアアース等）の供給問題が生じおり、金属資源の安定供給に資

するために金属資源分野におけるハイパースペクトルセンサデータの利用技術及び

総合解析技術を開発することが必要である。 

これらを踏まえて、全体目標を表２－２－Ｇ－１のように設定した。 
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表２－２－Ｇ－１ 全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

１．実利用化のための

解析技術の確立 

HISUI の仕様に沿った

シミュレーションデータ

を用いて、ハイパース

ペクトルデータの実利

用化のための解析技

術を確立すること。 

 

 

 

２．センサ校正・データ

処理技術 

HISUI データの高品

質・高精度化のため

に、センサの校正・デ

ータ処理・運用計画最

適化等が可能な HISUI

地上データ処理システ

ムの構築をすること。 

 

３．金属資源探査技術

の研究開発 

HISUI データを金属資

源探査に利用するた

めに、鉱物分類を高精

度化し、金属鉱床タイ

プに応じた解析探査技

術を開発すること。 

 

１．地上計測および航空機

ハイパースペクトルデータ

を用いてハイパースペクト

ルデータの実利用化のた

めの解析手法を構築するこ

と。 

 

 

 

 

 

２．利用者が高品質な

HISUI データを活用できる

ようにするため、センサの

校正・データ処理・運用計

画最適化等からなる HISUI

地上データ処理システムの

構築等の問題点の洗い出

しを行うこと。 

 

 

３．鉱床に伴う岩石・鉱物の

反射スペクトル測定を行

い、鉱物分類を高精度化す

るための解析技術開発を

行うこと。また、複数の金属

鉱床タイプを対象として解

析探査技術開発を行うこ

と。 

１．エネルギー・資源分野、農

林業分野、環境分野等の衛

星データ利用者に、ＨＩＳＵＩデ

ータ利用を促進させることが

重要であり、ハイパースペクト

ルデータの実利用化のための

解析技術を本研究開発で構

築し、ＨＩＳＵＩ打上前までに検

証・評価を行うことが必要であ

る。  

 

２．ＨＩＳＵＩのデータを高品質・

高精度で提供することが可能

な地上データ処理システムを

ＨＩＳＵＩ運用開始までに構築す

ることが必要である。 

 

 

 

 

 

３．ハイパースペクトルセン

サにより得られるデータか

ら、金属資源探査に有用な情

報を効果的・効率的に抽出す

るためのハイパースペクト

ルデータ解析技術を開発し、

金属資源探査分野における

我が国の競争力確保を図る

ことが必要である。 
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２－３－Ｇ 個別要素技術の目標設定 

 

前項の全体目標を達成するため、以下のような項目について、表２－３－Ｇ－１に

示す個別要素技術の目標を設定した。平成２０～２２年度に実施した実利用化のた

めの解析技術の研究開発は、エネルギー・資源分野、農業分野、環境分野、森林分

野の４分野全体で、１５テーマの研究開発を行った。一方、センサ校正・データ処理技

術の研究開発では、校正技術、データ処理技術、地上処理システム、運用計画シス

テムの４つの要素技術を行った。 

これらの個々の研究開発目標・指標（事後評価時点と中間評価時点）、設定理由・

根拠等を表２－３－Ｇ－1 にまとめた。 

 

表２－３－Ｇ－１ 個別要素技術の目標 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

１．実利用化

のための解析

技術（分野別）  

１）エネルギ

ー・資源分野  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）農業分野  

 

 

 

 

 

 

 

１ ． 実 利 用 化

のための解析

技術 

１）エネルギー

資源分野 

これまでマル

チスペクトルセ

ンサでは抽出

が困難であっ

た鉱物の識別

な ど を 含 め 、

抽出総数が２

倍以上可能な

解析手法を確

立すること。 

２）農業分野 

農作物の収量

や品質推定等

がマルチスペ

クトルデータに

よるものより精

度の良いまた

は効率的とな

１．実利用化の

ための解析技

術の確立 

１）エネルギー・資

源分野 

熱水性鉱床の探

鉱に有用と考えら

れる鉱物を１０種

以上抽出可能な

手法を開発するこ

と。  

 

 

 

 

２）農業分野 

水稲の生育段

階を５分類以上

分類可能な技

術を開発するこ

と。  

 

 

１）マルチスペクトルセンサに比べて

波長分解能が良いハイパースペク

トルデータでは、これまでの鉱物分

類から鉱物識別が可能と期待され

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）マルチスペクトルセンサでは困難

であった１回の撮影画像データから

生育段階を分類可能な手法が望ま

れている。  
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３）環境分野  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）森林分野  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．センサ校

正・データ処

理技術 

１）校正技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

る解析手法を

確立すること。 

３）環境分野 

陸域または水

域環境項目の

推定等がマル

チスペクトルデ

ー タ に よ る も

のより精度の

良いまたは効

率的となる解

析手法を確立

すること。 

４）森林分野 

樹種分類など

森林管理に必

要な情報等が

マルチスペクト

ルデータによ

る も の よ り 精

度の良いまた

は効率的とな

る解析手法を

確立すること。 

 

２．センサ校

正・データ処理

技術 

１）校正技術 

ハイパスペクト

ル セ ン サ （ 特

に HISUI）の仕

様に適した校

正技術を開発

する。打上前

校正と し ての

放 射 量 、 波

 

 

３）環境分野 

マルチスペクト

ルデータでは困

難なサンゴの白

化回復状況を

把握するため

に、生サンゴと

底質が分類可

能な技術を開発

すること。  

 

４）森林分野 

マルチスペクト

ルでは困難な

広葉樹の種レ

ベルの分類を

含む１０以上の

樹種分類可能

な技術を開発す

ること。  

 

 

 

２．センサ校正・

データ処理技術 

１）校正技術 

ハイパースペク

トルセンサとし

ての新たな技術

課題を調査し、

品質保証に影

響が予測される

項目の校正技

術の開発に着

手すること。  

 

 

３）国際的にサンゴ礁のマッピング

が必要とされ、国内では環境省の

自然環境保全基礎調査にてマッピ

ングが要求されている。  

 

 

 

 

 

 

 

４）広域な森林の効率的な管理およ

び地球温暖化対策の基礎データと

して樹種分類情報が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．センサ校正・データ処理技術 

１）ＨＩＳＵＩデータを高度利用

に資するにはデータ品質維持が必

須であり、放射量・波長および幾

何位置にかかる校正技術の蓄積・

開発・適切な運用が必要とされて

いる。  
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２）データ処理

技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長、幾何補正

にかかる校正

技術を開発、

打 上 時 ま で

に 、 こ れ ら の

成果を HISUI

センサに適用

する。また、打

上後校正とし

てのオンボー

ド校正機器に

よ る 校 正 、 地

表ターゲットを

用いた代替校

正、他衛星と

の相互校正、

さらには月をタ

ーゲットとした

月校正等の技

術 を 開 発 、

HISUI 打上後、

速 や か に 、 こ

れらの成果を

適切に組み合

わせて適用で

きるようにする 

２）データ処理

技術 

レベル１・レベ

ル２に つい て

処理アルゴリ

ズムを確定す

る。 

レベル１はバ

ンド間レジスト

レーション 0.1

ピ ク セ ル 以

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）データ処理

技術 

幾何補正のた

めに必要な分

光画像の歪を

補正処理する

手法を開発する

こと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）データ処理では、幾何学的補正・

輝度的補正が必要である。  
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３）地上処理

システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）運用計画

システム 

 

 

 

 

下、地上位置

精 度 １ ピ ク セ

ル以下を目指

した処理技術

を実現するア

ルゴリ ズムを

開発するととも

に、同記述書

を完成させる。 

レ ベ ル ２ に つ

いては、処理

アルゴリズム

の定常運用へ

の可否の確定

を行い、実装

可能な場合は

同記述書を完

成させる。 

３）地上処理シ

ステム 

国際標準に対

応したカタログ

サービスおよ

びデータ配信

サービス機能

を 備え、 商用

クラウド上で動

作 す る HISUI

データ地上処

理系を開発す

る。 

４）運用計画シ

ステム 

1) HISUI の長

期運用計画を

様々な種類の

ユーザニーズ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地上処理シ

ステム 

国際標準化の

システム検討の

ため、マルチセ

ンサの模擬デ

ータを１万件以

上作成するこ

と。  

 

 

 

 

４）運用計画シ

ステム 

長 期 運用 計 画

の 最 適 化 に 必

要な計画策定ソ

フトウェアの試

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）クラウド利用機能が備わっていな

い地上処理システムは、調達費用

のみならず継続的保守費用がかさ

む可能性が高い。また、国際標準に

準拠した統合検索がないと、将来的

に他省庁や民間、海外との地上処

理システムの連携を進めるうえで著

しく不利となる。  

 

 

 

 

 

４）ＨＩＳＵＩはデータ量が膨大である

こと、ハイパースペクトルセンサの

観測幅は狭いこと等のため、運用

はデータダウンリンク量に制約され

る一方、その戦略的価値を最大限

に生かすためには限られたリソ－ス
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３．金属資源

探査技術の研

究開発 

１）次世代衛

星データ解析

技術開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）金属鉱床タ

イプに応じた

総合解析探査

や技術的な制

約について最

適化した形で

示すことが出

来るシステム

を開発する。 

2）HISUI の短

期 運 用 計 画

を、長期運用

計画や最新の

観 測 実 績 、

様々な技術的

な制約につい

て最適化した

形で示すこと

が出来るシス

テムを開発す

る。 

 

３．金属資源

探査技術の研

究開発 

１）次世代衛星

データ解析技

術開発 

鉱床に伴う岩

石・鉱物の反

射 ス ペ ク ト ル

データを集積

し 、鉱物分類

を高精度化す

るための解析

技術を開発す

ること。 

２）金属鉱床タ

イプに応じた

総合解析探査

作すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．金属資源探

査技術の研究

開発 

１）次世代衛星

データ解析技術

開発 

各種鉱床タイプ

に伴う岩石・鉱

物の反射スペク

トルデータを測

定し、鉱物分類

を高精度化する

た め の 解 析 技

術開発を行うこ

と。 

２）金属鉱床タイ

プに応じた総合

解析探査技術

の中で、効率的にセンサを運用する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．金属資源探査技術の研究開発 

１）ハイパースペクトルセンサに

より得られるデータから、資源探

査に有用な情報を効果的・効率的

に抽出するための次世代衛星デー

タ解析技術の開発を行い、金属資

源探査分野における我が国の競争

力確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

２）金属鉱床では、ベースメタルやレ

アメタルを産する鉱床タイプごとに

固有の岩石・鉱物の産状を示すた
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技術の開発 

 

 

技術の開発 

鉱床タ イ プに

応じた衛星デ

ー タ 等 に よ る

解析技術を開

発すること。ま

た 、 ハ イ パ ー

ス ペ ク ト ル デ

ータ解析評価

用システムを

開発すること。 

の開発 

複数の鉱床タイ

プを対象として

衛星データ等に

よる解析技術開

発を行うこと。ま

た、ハイパース

ペクトルデータ

解 析 評 価 用 シ

ステムプロト機

を 開 発 す る こ

と。 

め、鉱床タイプに応じた解析技術を

明らかにすることが必要である。ま

た、ハイパースペクトルデータの高

度利用のため、データ解析をサポ

ートする解析評価用システムが必

要となる。 

 

３－Ｇ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｇ 成果 

３－１－１－Ｇ 全体成果 

 

ハイパーセンサデータを利用した研究として、ハイパースペクトルデータ利用が有

効である手法を開発するとともに、エネルギー・資源分野、農業分野、環境分野等の

様々な分野における実利用化について確認・検討を行った。また、更に、ハイパース

ペクトルデータ利用者が高品質なデータを活用できるようにするため、データの校正・

データ処理・運用計画策定等からなる HISUI 地上データ処理システムの構築等の問

題点の洗い出しを行った。金属資源探査技術の研究開発では、各種鉱床タイプを対

象としてスペクトルデータに関する検討を行い、ハイパースペクトルデータの高度利用

のための解析評価用システム開発を行った。 

 

３－１－２－Ｇ 個別要素技術成果 

 

平成２０～２２年度に実施した研究開発テーマの成果を、実利用化のための解析

技術、センサ校正・データ処理技術および金属資源探査技術で合わせて１０の要素

技術ごとに、以下に示す。 

 

（１）エネルギー・資源分野 

（ア）鉱床探査のための岩石鉱物識別技術開発 

【研究概要】 

既存のスペクトルマッチングの手法では、教師データのスペクトルと観測されたス

ペクトルの波形全体の形状の類似度で鉱物識別を行っている。この手法では、観測
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されたスペクトルが実際とは異なる鉱物に誤分類され、精度よい鉱物分類結果が得

られないことがある。一方、鉱物の固有スペクトル吸収位置は知られており、この吸

収域の一致を制約条件に用いたスペクトルマッチングを加えることで、より正確な同

定結果を得る新しいアルゴリズムを開発する。 

【成果】 

まずは熱水性鉱床に特徴的な鉱物抽出に取り組み、探鉱に有用と考えられる 14

種の鉱物を抽出できるアルゴリズムを開発した。このアルゴリズムの特徴は複数の鉱

物が混在しても同時に識別でき、さらに同じ鉱物でも生成環境が異なるために生じる

結晶の違いに起因する僅かな吸収位置の違いも認識することができる点である（図３

－１－２－Ｇ－１）。各鉱物は固有のスペクトル特徴を有しており、特に吸収（スペクト

ルカーブの谷部）位置を高精度に抽出することにより、鉱物識別精度が格段に向上

する。結果として、各鉱物のその分布形態により、鉱床中心位置の推定精度が向上

する。これはマルチスペクトルデータや従来のハイパースペクトルデータ解析手法で

は不可能だった事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１ 同時に識別された鉱物（左）と検出されたセリサイトの吸収 

               位置の違い（右） 

 

 

 

同時に識別された鉱物 

セリサイトの吸収位置の違い 



G-14 

（イ）岩相区分に基づく噴気堆積性鉱床の有望地抽出技術研究 

【研究概要】 

 航空機ハイパースペクトルデータを用いて、一般的なスペクトル解析法を適用し岩

相区分を行い精密な地質図を作成した。具体的には、端成分鉱物や目標鉱物を抽出

し、7 種類の鉱物組み合わせで鉱物分布図を作成した。この地域で抽出された鉱物

は、ザクロ石、赤鉄鉱、緑泥石、緑泥石と白雲母の混合、緑れん石、白雲母、カオリ

ナイトである。またハイパースペクトルデータの次元を低下させノイズと必要情報の分

離を行い、併せて岩相区分図作成に用いた。この地質図を用い、熱水変質を伴わな

い銀・鉛・亜鉛等からなる噴気性堆積性鉱床の有望地抽出を試みた。 

噴気堆積性鉱床には、昨今注目されている金・ニッケル・マンガン等のレアーメタル

を含んでいるため、このタイプの鉱床を探すことはレアーメタルを確保するためにもメ

リットがある。 

【成果】 

 マルチスペクトルセンサである ASTER を用いた岩相区分の結果と比較し、ハイパー

スペクトルデータの有効性を確認した。この地域では、マルチスペクトルデータでも 5

種類の岩相が区分された(図３－１－２－Ｇ－２)。マルチの岩相区分の結果は現地の

地質図とおおまかに一致はしているが、有望地を絞り込める程の精度は無かった。

一方、ハイパースペクトルデータを用いると 8 種類の岩相が区分された（図３－１－２

－Ｇ－３）。かつ岩相区分精度もハイパースペクトルデータの解析結果の方が良く、現

地の地質図と同等かそれ以上の精度を有している。有望地抽出を行うための岩相区

分精度を満たすのはハイパースペクトルデータの解析結果だけであった。 

なお、この岩相区分の技術により、石油対象岩石（石油が溜まっている貯留岩、石

油の基となる根源岩、石油を逃がさないようにシールする帽岩）等の分布を把握する

ことが可能となり、石油胚胎位置の絞り込みにもメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－１－２－Ｇ－２ 

ASTER 岩相区分図 

図３－１－２－Ｇ－３ 

HyMap 岩相区分図 
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（ウ）石灰石の品質に基づく探鉱手法に関する実利用化技術研究 

【研究概要】 

 石灰石の需要は石材・セメント・建材等多くの用途がある。例えば、セメントの原料

以外に製鉄にも使われている。生石灰は、鉄鉱石やコークスなどの原料に含まれる

不純物を取り除く重要な働きをしている。なお、セメントの品質は、石灰岩を多く含む

ものは良質で高価であるが、マグネシウム等を含むと品質が悪くなり安価となる。 

本研究は、将来の衛星を用いたリモートセンシングの可能性調査を目的とし、携行

型ハイパースペクトロメータでの現地計測データを用い、石灰石の詳細な化学組成や

鉱物組成と反射スペクトルの関係を定量的に評価する基礎調査を行った。 

 具体的には個々のスペクトルカーブから吸収帯の深さ、面積、ピーク位置およびピ

ークの対称性を求め定量化した。これらの特徴量と石灰石の化学組成および鉱物組

成との関係を相関図上にプロットし、石灰石への混入物が反射スペクトルに与える影

響を評価した。 

 また、MgO 量と 2.3μ m 帯のピーク位置の関係について、数値微分法により求めた

ピーク位置と SAM 法を適用して求めた吸収帯のベクトル角について評価を行い、明

瞭な相関関係があることが分かった。 

【成果】 

 2.3μ m 吸収帯のピーク位置と MgO 量に明瞭な相関関係かあることが分かったため、

タンカル用途の MgO 量が 0.6％以下の石灰石を判別できる可能性がある事を示した

（図３－１－２－Ｇ－４）。また、2.3μ m 吸収帯の吸収の深さが結晶粒径と相関がある

ことが分かったため、細砂原料の石灰石の選鉱基準である結晶粒径 3mm 以下の石

灰石を判別できる可能性がある（図３－１－２－Ｇ－５）。 

 

 
図３－１－２－Ｇ－４ 2.3μ m 帯ピーク位置の抽出結果と MgO 組成との相関 
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図３－１－２－Ｇ－５ 2.3μ m における吸収の深さと石灰石粒径との相関図 

 

（エ）酸化鉄型銅金鉱床（IOCG 鉱床）探鉱の実利用化技術研究 

【研究概要】 

 酸化鉄型銅金鉱床に伴う変質帯の情報を、ハイパースペクトルデータから抽出する

手法を開発するため、既知の酸化鉄型銅金鉱床であるオーストラリアの Cloncurry 地

域のHerry 鉱床を中心にスペクトル測定、岩石・土壌採取を行い、ハイパースペクトル

データである HyMap データを用い変質帯の情報抽出手法を検討した。 

【成果】 

酸化鉄型銅金鉱床に特徴的な鉱物の抽出等が可能である事を示した。特にマル

チスペクトルセンサでは不可能だった、酸化鉄型銅金鉱床に特徴的な指標鉱物のひ

とつであるアクチノライトの抽出が可能になった（図３－１－２－Ｇ－６）ことで、この鉱

床の絞込みに利用可能となる。 

マルチスペクトルセンサでは不可能だった緑泥石中のFe/Mg比を推定できるように

なった（図３－１－２－Ｇ－７）ため、酸化鉄型銅金鉱床の変質抽出の指標として用い

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－６ アクチノライトの抽出結果 

鉱山のピット 
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図３－１－２－Ｇ－７ 緑泥石の Fe/Mg 比分布 

 

（オ）植生・枯草影響除去手法の技術開発（手法開発） 

【研究概要】 

植生固有の吸収域と枯草固有の吸収域に着目し、反射スペクトルからこれらの影

響を除外する手法を開発した。併せて植生の存在に伴い発生する影の影響も除外す

る手法を用いており、この手法は簡便でありながら土壌スペクトルの復元精度が高い

ものになっている。 

【成果】 

 この補正の効果を検証するため、実際に土壌の特性の一つである粘土量の推定を

行った。図３－１－２－Ｇ－８に植生・枯草の補正する前と補正後の粘土量を示す。

補正前では、色が黒味ががって見えるように圃場ごとの植生や枯草の影響が残り、

土壌中の粘土量の推定は不可能だったが、補正を行うと圃場ごとの植生や枯草の影

響を減尐させること可能となり、これまでは鉱物抽出ができなかった植生・枯草地域

を対象とすることが可能となる。 
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             補正前                        補正後 

図３－１－２－Ｇ－８ 粘土量推定図 

 

（２）農業分野 

（ア）インドネシアにおける水稲の収量等に関する実利用化技術研究 

【研究概要】 

ハイパースペクトルデータの利点である多バンド情報を最大限に活用できる、最適

化計算を経て判別に寄与しないパラメータをモデルから取り除き処理を行う統計学的

分析手法を新たに適用した。 

 また、インドネシアは水田の圃場ごとの単収のばらつきが 4-9ｔ/ha と比較的大きく、

日本のように水田の作付面積を収穫量代わりに扱うには内包する誤差が大きい。そ

こで同様に統計学的手法であるが、使用するパラメータ数に関する罰則を課し、モデ

ルの過剰適合を回避する回帰手法を用い単収把握に取り組んだ。 

【成果】 

 インドネシアにおいて、ハイパースペクトルを使う事により水稲の 7 つの生育段階を

正答率 97％で分類可能な新たな分類技術を開発した（図３－１－２－Ｇ－９）。 

 インドネシアにおける水稲の単収把握が可能である事を示した。ここで開発した手

法は、誤差 0.392ｔ/ha の精度で、単収のばらつきが 4-9ｔ/ha の地域において単収を推

定している（図３－１－２－Ｇ－１０）。インドネシアにおける従来の推定手法に比べ、

より正確な収量推定を可能にした。 
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（イ）小麦の収量，品質，生育状況および作付け状況の推定手法の開発 

【研究概要】 

小麦は米穀と並び我が国の主要食糧に位置付けられているが，需要量の約 9 割

は外国産である。そのため，収穫前の収量を推定すること，用途に適した品質であ

ることを収穫前に推定すること，小麦の生育が順調であるかを確認すること，収量に

影響する作付面積を把握することは，我が国の小麦の安定供給のためにも必要とさ

図３－１－２－Ｇ－１０ 単収推定結果 (a)Indramayu 地域 (b)Suban 地域 

 

図３－１－２－Ｇ－９ 生育段階分類図(a)Indramayu 地域(b)Suban 地域 
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れる。こうした情報は、国家貿易として対策を行っている農水省や実際に輸入を代

行している商社において高いニーズが期待される。そこで，HISUI の仕様において小

麦の収量，品質，生育状況および作付け状況を推定，分類できる手法を開発し，想

定ユーザへのヒアリング等を通して衛星ハイパースペクトルデータを活用した小麦モ

ニタリングシステムの構築を行う。平成２２年度は，収量の推定項目としては、相関

の高い子実重を、品質の推定項目としては相関の高い子実窒素含有率と灰分を設

定し、それらの予測を試みた。 

【成果】 

小麦の子実重，子実窒素含有率、灰分についてを目的変数としてハイパースペク

トルデータの全バンドを使った多変量解析や各種植生指標との線形回帰分析を行っ

た結果、子実重に関しては PLS 回帰が最も相関が良く、子実窒素含有率および灰

分に関しては重回帰分析が最も相関が良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１１ 多変量解析による子実重，子実窒素含有率，灰分推定結果 

 

図３－１－２－Ｇ－１１にそれらの結果を示す。また，擬似的に作成した高空間分解

能マルチによる解析では，子実窒素含有率と作付状況の把握が可能であることが

分かった。さらに，MODIS を使った高時間分解能マルチによる解析でも，子実窒素

含有率と作付け状況の把握が可能だった。 
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（ウ）牧草地の生産性評価に関する実利用化技術研究 

【研究概要】 

 航空機搭載型ハイパースペクトルセンサのデータと地上同期調査によって得られた

観測・分析値とを用い多変量解析を行った。収量推定に効いてくる波長帯の選出を行

い、収量推定モデルを作成した。また、草種分類に効いてくる波長帯を選出し、精密

な草種分類を行った。 

【研究成果】 

 牧草の生産性を面的にかつ客観的に把握できる手法を開発し、マルチスペクトルデ

ータでは不可能だった草種分類が可能となった(図３－１－２－Ｇ－１２)。草種といっ

た細区分での分類精度は 71.3％、牧草タイプのような大区分では 80％を超える分類

精度を得た。牧草収量の推定も精密に行えるようになった。推定モデルの決定係数

は 0.86 で、乾物収量の推定誤差は 92.41ｇ/m2 という良い精度を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１２ 牧草の生育状況推定図 

 

（エ）茶の生育状況把握に関する実利用化技術研究 

【研究概要】 

 様々な栽培条件下、各生育段階にある茶樹のスペクトルを測定し、多変量解析を用

い生育状況とスペクトルの関係を把握した。 
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【研究結果】 

ハイパースペクトルデータを用いることで茶葉の生育段階を精度よく把握する技術

を開発し、圃場ごとの生育スピードのばらつきが把握でき、最適な茶摘日が推定でき

ようになった。（図３－１－２－Ｇ－１３）。生育段階推定誤差は摘採日に換算すると 3

日程度に収まっている（表３－１－２－Ｇ－１）。摘採をする現場から求められている

誤差は 1 週間以内であるため、十分に実利用可能な精度である。 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１３ 茶葉の生育段階に基づいて予測された摘採適期日 

（色は、撮影日からの摘採適期日を表す） 
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表３－１－２－Ｇ－１ 生育段階推定モデルと摘採適期日の推定誤差日数 

モデル RMSE 

（出開き度） (%) 

誤差日数 

 (日)   データ 

重回帰モデル（一次微分） ハイパースペクトル 21.38  2.9  

PLS 回帰モデル ハイパースペクトル 19.42  2.6  

植生指数単回帰モデル ハイパースペクトル 27.81  3.9  

重回帰モデル マルチスペクトル 27.21  3.8  

植生指数単回帰モデル マルチスペクトル 26.47  3.7  

ミクセルモデル（線形ミクセル分解） 35.68  5.0  

植生反射モデル 28.41  4.0  

 

 

（オ）麻薬原料植物の不法栽培監視技術の開発 

【研究概要】 

麻薬原料植物の監視は，自国の麻薬取締機関だけでなく，国際的な枠組みにお

いて取り組まれている。例えば，国連薬物犯罪事務所（UNODC：United Nations 

Office on Drugs and Crime）は，収穫前後の 2 時期の衛星画像や航空写真からケシ

の作付圃場の抽出を行なっている。これに対して，ハイパースペクトルデータは収穫

前の１時期の画像から作付け圃場を抽出できる可能性があるため，麻薬原料植物

の監視への貢献が期待できる。そこで，ハイパースペクトルデータを用いて麻薬原

料植物の不法栽培が疑われる地域の作付け圃場を特定するため，麻薬原料植物

であるケシやアサと比較植物であるコムギやコメをスペクトルで分離する手法の開

発を行う。平成 22年度は研究開発の初年度であり，地上で対象植物のスペクトル計

測をし，分離可能であることを検証した。 

【成果】 

現地調査および既存のスペクトルデータを使った解析から，ケシとアサは 2 つの

有効波長を用いた線形判別により，比較植物と高い正答率で判別できる事が分か

った（図３－１－２－Ｇ－１４）。さらに，簡便に麻薬原料植物を抽出するため，1 次微

分スペクトルから求めたレッドエッジポジション（REP）を比較した結果，REP は 720nm

付近に集中し，出穁期のコメ，コムギはそれより長波長側，成熟期のコメ，コムギは

短波長側に分布することが分かった（図３－１－２－Ｇ－１５）。 
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図３－１－２－Ｇ－１４ 線形判別分析によるケシとコメ，アサとコムギの判別結果 

 

 
 

図３－１－２－Ｇ－１５ レッドエッジポジションを用いたケシおよびアサの分類結果 

 

（３）環境分野 

（ア）塩類集積土壌の監視技術の開発 

【研究概要】 

塩類集積は乾燥地域から半乾燥地域において農地の耕作放棄の原因となるなど

深刻な問題を引き起こしており，国際機関や各国関係機関が様々な調査と対策を

行なっている。衛星データを利用して広範囲をモニタリングする技術は，低コストで

現状を把握するためのツールとして効果的であるが、従来のマルチスペクトルセン

サを用いた解析では、塩害が顕著化した地域しか検知できなかった。一方、衛星ハ

イパースペクトルセンサが利用可能になれば、早期発見、早期対策が可能になる事

が期待される。表３－１－２－Ｇ－２に，塩類集積量の指標となる土壌の電気伝導度

（EC）と植生の影響を示す。表から，EC が 4 を超えると多くの植物で成長が阻害され
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ることが分かる。そこで，EC４以下の土壌の塩類集積度合いの状況を検知する事を

目標に，ストレスを受けた植物のスペクトルから EC を推定する手法の開発を行った。 

【成果】 

本研究では，タイ王国東北部の 4 地域を対象に携帯型ハイパースペクトルセンサ

でうるち米ともち米のスペクトル測定を行った。解析では，土壌の EC と 700～780nm

のスペクトル形状や植生指数等との関係を調べ，健全な水稲とストレスを受けた水

稲のスペクトルの類似度を調べた。その結果，うるち米に関しては，健全な水稲のス

ペクトルと塩類が集積しているうるち米のスペクトルの類似性を角度として表現する

SAM法（この角度が小さいほど類似性が大きくなる。）による角度とECとの間に線形

の関係が見られ（図３－１－２－Ｇ－１６），EC4 以下で塩類集積度合いを定量化でき

る可能を示すことが出来た。ただし，もち米の場合はスペクトルと塩類集積の関係が

明瞭ではなかった。 

 

表３－１－２－Ｇ－２ 電気伝導度と植生の関係 

電気伝導度[dS/m] 植物の状況 

0 ～ 2 

2 ～ 4 

4 ～ 8 

8 ～ 16 

16 以上 

ほとんど影響はない 

一部の敏感な植物の成長が阻害される 

多くの植物の成長が阻害される 

耐塩性の高い植物のみ生存できる 

極わずかな耐塩性の高い植物のみ生存できる 

 

 
図３－１－２－Ｇ－１６ 健全土壌のうるち米と塩害土壌でのうるち米のスペクトル形

状の類似性と土壌の電気伝導度（EC）との関係。 

 

（イ）サンゴの白化および白化回復状況の把握手法の開発 

【研究概要】 

サンゴ礁は，観光による過剰利用や破壊的な漁業，海水汚染，気候変動等によっ

て世界規模で衰退がすすんでいる。サンゴ礁衰退の原因の１つに白化現象があげ

られるが，白化したサンゴは，回復する場合もあれば，そのまま斃死してしまう場合

もある。斃死したサンゴは海草・海藻に覆われるが，この時のスペクトルがサンゴの
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スペクトルと似ているため，従来のセンサでは分離できなかった。一方，ハイパース

ペクトルセンサを用いれば，これらを分類できるものと期待される。そこで本研究で

は，サンゴの白化及び白化後の回復状況の把握手法を開発することを目的に，多

時期の画像データから，生きたサンゴと海草・海藻等の底質を分類し，白化したサン

ゴが回復あるいは斃死したかを把握する手法を開発する。研究開発の初年度であ

る平成２２年度は，水深の影響を補正あるいは無視出来る手法の開発を行い，生き

たサンゴと海草・海藻等の底質の分類可能性について検討を行った。 

【成果】 

水深補正手法の検討では，水深データを必要としない底質指標による補正，およ

びスペクトルの傾きや吸収ピークに着目した反射率の 1 次微分の利用を検討し，こ

れが有効であることを確認した。これら 2 つの手法に対して，それぞれ 2 段階の

ISODATA 分類を適用し，最後に分類結果を統合することで，生サンゴとそれ以外の

底質が分類可能であることを確認した（図３－１－２－Ｇ－１７，図３－１－２－Ｇ－１

８）。分類結果を現地調査の結果と比較したところ，分類精度は 80%だった。 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１７ 底質指標を用いた分類結果 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１８ 反射率の一次微分を用いた分類結果 
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（４）森林分野 

（ア）精密樹種分類手法開発 

【研究概要】 

樹種分類は，森林管理の基礎資料として森林を保有する自治体で必要とされる

情報である。また、この情報は、森林の減尐・务化を防止することによる森林からの

温室効果ガスの排出削減状況や、植林事業や適切な管理による森林保全等による

貯蔵される炭素量の積極的な増加に係る温室効果ガスの排出削減状況を、測定・

報告・削減状況の検証が可能な仕組み等に利用される。しかし，樹種間のスペクト

ルは類似しているため，従来のマルチスペクトルセンサでは詳細な樹種分類は困難

だった。ハイパースペクトルセンサを用いれば、スペクトルの僅かな違いを抽出して、

より多くの樹種の分類が可能になると期待される。そこで本研究では，従来のマルチ

スペクトルセンサでは分類が難しいとされる、広葉樹や同属針葉樹の樹種分類を行

う手法の開発を行った。 

【成果】 

 分類には，教師ピクセルと対象ピクセルのスペクトルをクロロフィル吸収帯で連続

体除去した後，各バンドの値をプロットして線形最小二乗法による決定係数を求め，

類似性を評価する手法を用いた。その結果，特にスギ、ヒノキ、メタセコイア、センベ

ルセコイア、ケヤキについては 70%以上の精度で分類することに成功した。この結果

は，マルチスペクトルセンサと比較して多くの樹種の分類が可能であることを示して

おり，森林分野や環境分野への利用が期待できることが分かった。分類結果を図３

－１－２－Ｇ－１９に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－１９ 分類結果（左：現地調査結果、右：推定結果） 

 

（イ）森林管理情報の抽出技術の開発 

【研究概要】 

森林を保有する自治体では、資産管理のために森林簿を整備しているが、広い
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面積を持つ森林を適切に管理する事は容易ではなく、森林簿の更新が十分ではな

いのが現状である。これまでに、マルチスペクトルセンサを用いた森林管理情報の

計測手法が提案されているが、ハイパースペクトルセンサが利用可能になれば、多

バンド連続波形という特徴を生かした新しい解析方法を使用し、マルチスペクトルセ

ンサよりも精度の良い推定が可能になると期待される。そこで、森林の施行や管理

を行ううえで必要となる樹種，樹高、林冠率、材積を、マルチスペクトルセンサを用い

た場合や従来の推定・分類手法を用いた場合よりも精度良く推定する手法を開発し

た。 

【成果】 

従来手法に対する新しい解析方法として，データマイニングの分野で用いられる

スパース判別分析と LASSO 回帰を使用した。その結果，樹種分類では 87％以上の

分類精度，林冠率では 4.3%の推定誤差を得た。樹高および材積については、

PALSAR データと組み合わせた解析を行い，それぞれ推定誤差が 3.7m と

64.8m3/ha を得た。これらの結果について，マルチスペクトルセンサに対する優位性

や従来手法に対する優位性の検討を行い，いずれの項目についてもハイパースペ

クトルデータを用いた本手法が良い結果を得られる事が分かった（表３－１－２－Ｇ

－３）。 

 

表３－１－２－Ｇ－３ 解析結果のまとめ 

 

 

（ウ）ナラ枯れの推定手法の開発 

【研究概要】 

近年、我が国において、甲虫を媒体としたナラ枯れ被害が日本海沿岸の府県を

中心に東北地方にまで拡大しつつある。ナラ枯れは，カシナガの繁殖によって伝搬

するため，被害先端地域における初期防除が効果的である。そこでナラ枯れを早期

発見するための手法を開発するために，ハイパースペクトルデータを用いてナラ枯

れ葉，枯死葉，健常葉をそれぞれ区別するための指標の作成を東京工業大学との

共同研究で行った。 

【成果】 

ナラ枯れ葉を特徴づける 3 波長（850，670，550nm）を決定し、ナラ枯れ葉スペクト

ルの 2 つの特徴量（NDVI，NDGI）を 3 波長間の演算により求めた。さらに、抽出した

2 特徴量の積で定義されるナラ枯れ葉特徴抽出指標 NWI を提案した。NWI を用いる
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ことで、ナラ枯れ被害域の推定に成功した（図３－１－２－Ｇ－２０）。 

 

 

図３－１－２－Ｇ－２０ NWI によるナラ枯れ箇所抽出結果（白部分） 

 

（５）校正技術 

 実用的な運用を目指す HISUI の各種プロダクトの品質を保証・高精度化させるため

には、センサの校正技術を世界に先駆けて確立する必要があり、そのため、HISUI の

打上前校正および打上後（機上）校正の信頼性向上のための校正技術を開発する必

要がある。 

 以下それぞれの校正技術についての検討結果を示す。 

・放射量補正のための校正技術 

・代替校正手法の検討 

・月校正手法の検討 

  

（ア）放射量補正のための校正技術 

 400～2500nm の広範な波長域における高分解能なセンサ感度校正・評価を可能と

するために、 

①技術課題の抽出と米国におけるハイパースペクトルセンサ校正評価技術分析 

②高輝度標準光源の開発 

③輝度比較技術の高度化 

に取り組んだ。 

①については、ハイパースペクトルセンサに顕著な技術課題として、他素子間の電

気的または光学的な信号の漏れこみ評価技術や機上での波長評価技術、国際的に

受け入れられる校正システムの確立などが課題として抽出された。 

②については、400nm 付近までの短波長域の高輝度標準光源として、金属－炭素

系合金による新たな高温定点技術の高度化に取り組み、従来、放射温度計校正目

的に開発されてきた要素技術について、高度化および大口径定点セルを開発した。 

③については、衛星センサ校正用の積分球光源等の分光放射輝度の校正・評価

を高精度に実施するための高精度分光放射輝度比較装置を整備するとともに、光源

装置の校正検証及び、相互比較測定への適用を目的として、移送可能な小型分光
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放射輝度計の基本設計及び、要素試作を行った。 

  

（イ）代替校正手法の検討 

 マルチセンサ等で利用している既存の代替校正手法は、ハイパースペクトルセン

サで対象となっている 1400nmおよび1900nm近傍の水蒸気吸収帯までの校正に対し

ては、十分な精度で適用はできない。そこで、水蒸気吸収帯における代替校正手法

を適用する場合の技術課題を検討した。具体的には、これまでの代替校正における

地表面反射係数計測手法に全天放射照度計（リモートコサインレセプター）を用いた

地表面反射率測定を加えるという、地表面反射率の新たな測定方法を試案したとこ

ろであり、今後、実験と検討を重ねる必要がある。 

 

（ウ）月校正手法の検討 

地球周回衛星軌道上から数百ｍ以上の空間分解能で月を観測する場合は、輝度

が非常に安定しているため校正光源として用いることができる。この月校正は、機上

光源による校正や代替校正と比較するとコストおよび手間がかからないというメリット

がある。実際、米国 NASAのSeaWiFSというセンサでは、10年以上に亘って定期的に

月校正を行っていることもあり、HISUI で実施する可能性について検討した。 

HISUI の打上げ時には、日本の探査機「かぐや」のデータから、十分な精度を持つ

月面輝度データが無償で入手できる可能性が高いこと、搭載予定の ALOS-3 衛星は

月観測を行う能力（姿勢を反転させる能力）を持つことが明らかとなった。 

今後は、 

・打上げまでに入手可能が期待される月面絶対輝度データの精度 

・月観測を行える頻度 

・通常の地球指向時と月観測時のセンサの温度条件等の違い、等 

についてさらなる検討を進め、月校正の実現可能性を確認する必要がある。 

 

（６）データ処理技術 

HISUI のデータが有効に活用されるためには、放射量・幾何的歪みの除去や大気

の影響の除去を行いし、ユーザにとって扱いやすいデータに処理することが重要とな

る。 

HISUI によって取得される生データから、 

・幾何補正および放射量補正を施すことによって生成されるプロダクトを L1 

・L1 プロダクトから大気補正を施すことによって生成されるプロダクトを L2 

と呼ぶ。 

 ただし、具体的な L2 プロダクトの定義は、絶対反射率、相対反射率のいずれを標準

プロダクトとするか、太陽放射照度モデルの選択、雲判別、地形効果補正処理および

隣接画素補正処理の実装を行うかどうかなど未定の部分が多く、今後の検討課題と

なっている。 
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 研究初年度である平成２２年度は、以下の項目を実施した。 

（L1 プロダクト） 

・HISUI センサの特性を調査し、基本プロダクト L1 に必要な情報について調査した。 

・L1 を作成する上で必要となる処理項目について検討を行った。 

・光学特性（スマイル、キーストーン特性）の検出および補正方法を明らかにした。 

・センサ視差の処理方法および既存標高モデルの調査を行った。 

・Hyperion データのスペクトル特性を ASTER と比較し、データの位置あわせを行っ

た。 

（L2 プロダクト） 

・大気補正済み反射率プロダクト L2 の定義について検討し、どのような L2 プロダクト

が必要かの検討を行った。 

・大気補正処理において必須となる大気パラメーターであるエアロソルの補正、およ

び大気モデルによる誤差の傾向を見積もった。 

 

ここでは、その中から 

・光学特性（スマイル、キーストーン特性）の検出および補正方法 

・センサ視差に関する検討 

・大気補正アルゴリズムの検討 

について以下に示す。 

 

（ア）光学特性の検出および補正手法 

光学系の収差やミスアライメントが原因で生じる分光画像の歪みである光学特性

には、スマイル特性とキーストーン特性と呼ばれる 2 種類の歪みがあるが、いずれも

ハイパースペクトルデータのスペクトル情報を务化させるため問題となる。スマイル特

性は波長方向の歪みであり、同一波長画像内でクロストラック位置によって観測する

波長帯が異なる現象である。キーストーン特性は空間方向の歪みであり、異なるバン

ド間で観測画像の位置がクロストラック方向にずれる現象である。スペクトル情報を

高品質に保つために、これらの光学特性は分解能に対して 5％未満の性能が必要と

されている。衛星搭載型ハイパースペクトルセンサの光学特性は打ち上げ後に変化

してしまうことが知られているが、軌道上光学特性補正技術は未確立である。 

ここでは、画像マッチング法を用いて観測データのみから軌道上光学特性を高精

度に検出し、3 次スプライン補間によってデータの補正を行う手法の有効性を検証し

た。画像マッチング法については、正規化相関係数法（NCC 法）と位相相関法（PC 法）

の２種類を用いてハイパースペクトルデータキューブの歪みをサブピクセル精度で推

定した。 

チリの砂漠を観測した Hyperion/VNIR のデータのバンド４１から上記の２種類のマ

ッチング法で検出された酸素吸収線の歪と Hyperion 打上前のスマイル特性を比較し

た結果、地表面の反射スペクトル特性や太陽の照射条件に依らず、PC 法によるスマ
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イル特性を誤差５％未満で推定することができた。 

キーストーン特性では、スマイル特性の結果を踏まえ PC 法による画像マッチング

を用いて、異なるバンド間サブシーンのミスレジストレーションを推定することで、全ク

ロストラック位置の特性を計算した。さらに、その特性をアロングトラック方向について

平均したものを最終のキーストーン特性値とした。３次元スプライン補間による補正

前後の空間的歪のバラツキ（ピクセルずれ量）を図３－１－２－Ｇ－２１に示す。 

この結果から、誤差５％未満の精度でキーストーン補正が可能となったと判断で

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－２１ ３次元ススプライン補正前後のキーストーン特性 

 

（イ）センサ視差に関する検討 

単一の焦点面に配置されたバンド構成の場合、バンド間で視差による位置ずれが

生じるため、視差補正（これをパララックス補正という。）が必要となる。パララックス補

正は、バンド間のイメージマッチングにより視差方向のシフト量を計算し、視差による

位置ずれを補正する処理である。 

 

 

図３－１－２－Ｇ－２２ 平行配置されたラインセンサ 

図３－１－２－Ｇ－２２に平行配置された一対のラインセンサを示す（簡易化のため

直線状に配置されたセンサを考える）。図中の d1 は隣接素子の間隔であり、d2 は隣

接ラインの間隔である。パララックス補正に際しては、観測高度が低く、イメージマッチ

ングの精度が良く、d2/d1 比(ライン間隔/素子間隔)が大きいほど、精度は良くなるこ

とが分かった。 

また、HISUI/Multi センサによる DEM 影響度とパララックスを検討した結果、わずか
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のパララックスにより DEM の影響が顕在化する可能性があることが分かった。 

（ただし、HISUI は開発中であるため、高度 630km, ライン間隔 1mm(4Band, Multi), 

素子間隔 10μ m (焦点距離 1.26m)、Δ p を 0.05 と仮定して検討） 

 

最後に、パララックス補正における衛星変動の影響について検討した。 

パララックス課題及びDEM生成において、看過できない課題となるのが、姿勢セン

サで補足できない衛星振動, 光学収差等により生じる誤差である。特に基線方向に

平行な誤差（アロングトラックステレオシステムの場合、衛星振動のピッチ成分が該当）

は 、 標 高 精 度 を 直 接 悪 化 さ せ 、 そ の 影 響 は 、 一 秒 角 の ピ ッ チ 振 動 が

ASTER/SWIR(B/H=0.02) では数十m の誤差になることが確認されており、適切な補

正手法が求められる。 

現在、姿勢センサ(スタートラッカ, ジャイロ) で観測できていない高周波ピッチ振動

を観測画像から推定し、得られた姿勢・振動データを用いて短基線ステレオ視のDEM 

を補正する手法として、単体振動成分を混在した信号から分離する方法を検討してお

り、それぞれに課題はあるものの 

①フーリエ空間において逆フィルタ処理を行う方法 

②各周波数におけるＳ／Ｎ比を考慮した項を加えて、正規化を行う方法 

の２つのアルゴリズムを選定中である。 

 

（ウ）大気補正アルゴリズムの検討 

大気補正アルゴリズムでは、大気ガス吸収やエアロソル効果の補正のために、補

助データ（地上観測値や他衛星プロダクト等）および標高データを用いる。よって、大

気補正精度はこの補助データの精度に大きく依存すると言っても過言ではない。 

本年度は、ハイパースペクトルセンサデータに対するエアロソル補正の有無、およ

び大気モデルの違いによる誤差を、6sV1.1 というソフトウェアを用いて評価した。なお、

ここでは、植生上での地表面反射率を用いた評価を示す。 

解析条件は以下のとおり。 

・装置関数：正規分布関数 

・太陽放射照度：Kurucz(2006)のモデル 

・太陽天頂角：25.44 度（6 月 21 日 13:30 at N35.0、E139.0） 

・衛星天頂角、相対方位角：0 度 

・標高：0m 

・エアロモデル：４種類（ダスト、水溶性粒子、海塩粒子、煤の存在割りが異なるも

ので、モデル名は continental, maritime, urban, biomass burning） 

・光学的厚さ：６種類 

・大気モデル：６種類（水蒸気量とオゾン量が異なる５種類と US62（米国標準大気

モデル）。５種類のモデル名は、tropical, midlatitude summer, midlatitude winter, 

subarctic summer, subaectic winter） 
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その結果、エアロゾル未補正の有無による地表面反射率の相対誤差を図３－１－

２－Ｇ－２３に示す。また、大気モデルの選択による誤差の見積りのため、エアロソル

モデルを固定し（ダスト 70%、水溶性粒子 29%、海塩粒子 0%、煤 1%、光学的厚さ 0.25）

て、５種類の大気モデルを用いて大気補正を行った時の地表面反射率と US62 モデ

ルによる大気補正済み地表面反射率との相対誤差を図３－１－２－Ｇ－２４に示す。

（太陽高度等の幾何的条件は前述と同じ）。 

エアロソルモデルによる誤差の傾向について吟味した結果、植生における反射率

においてはエアロソル補正の有無で全体的に大きな誤差が出る可能性が示唆された。

また、エアロゾルの種類の違いによっては、近赤外領域から短波長赤外までの領域

において誤差が大きくなる場合や、大気ガス吸収帯の周辺で誤差が大きくなる可能

性もあることがわかった。 

また、大気モデルによる違いは、オゾン量の違いでは殆ど差が認められないが、水

蒸気量による吸収の違いは大きく、水蒸気の吸収帯付近における誤差の出方が正反

対になるため、注意を要することが明らかとなった。 

 

図３－１－２－Ｇ－２３ 地表面反射率のエアロソルの補正の有無による相対誤差 

（Tau：光学的厚さ） 
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図３－１－２－Ｇ－２４ 様々な大気モデルによる大気補正後の地上反射率とＵＳ６２

モデルによる大気補正後の地上反射率との相対誤差 

 

（７）地上処理システム 

HISUI は、これまでの ASTER 等のマルチスペクトルセンサに比べ、データ量が膨大

になること、必要な処理量もこれまでの地球観測衛星センサに比べ飛躍的に増加す

ることが予想される。そのため、大規模化するデータ量、処理量に柔軟に対応可能な

こと、また、複数の地球観測衛星センサの統合検索や処理が簡単に行えるような拡

張性の高い地上処理システムが要求されている。 

 ここでは、地上処理システムを 

①データストレージ系システム 

②データ処理系システム 

に二分し、それぞれのシステムについて最新の技術の動向調査を行った。 

データストレージ系システムでは、高速かつ拡張性に優れた分散ファイルシステム

について検討を行った。具体的には、低価格で高速なデータアクセスの実現のため、

HDD（ハードディスクドライブ）もしくは SSD（ソリッドステートドライブ）を検討し、安価

で大容量システムが実現可能な分散ファイルシステムについて安定性や速度を比較

検討するとともに、予備実験を行い転送性能を確認した。 

データ処理系システムでは、必要に応じて計算機リソースを確保するための仮想

化技術の適用可能性について調査した。 

さらに、複数の地上処理システムを連携させるために、地理空間情報に関する標

準化を行っている Open Geospatial Consortium (OGC)が策定しているカタログサービ

スの標準規格について調査を行った。OGC 標準規格である GML EO Profile では、地

球観測衛星センサの特徴に応じて、OPT（光学）、SAR（合成開口レーダー）、ATM（大

気）という３つのカテゴリが定義されている。HISUI マルチスペクトルセンサのデータを

国際標準に対応させるための予備実験として、ASTER メタデータの一部を EOP に対

応させることを行った。その際、実際の検索効率の評価を行うために、全ての ASTER
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のメターデータ（＞１６０万件）を EOP に対応させた。 

検討の結果（１）マルチスペクトルセンサデータはＯＰＴに分類しうること、（２）ハイパ

ースペクトルセンサも Mission Specific EO Profile として拡張スキーマを定義すること

で OPT の一部にできること、が明らかになった。つまり原理的には、HISUI 全体のメタ

データを国際標準である EO Profile に適合させられることが明らかになった。 

 

（８）運用計画システム 

ハイパースペクトルセンサ等には多様な分野のユーザからデータ要求があると考

えられる。これらを取りまとめ、ハイパースペクトルセンサ等を有効に活用して成果を

着実に上げるためには、長期的視点、特にデータ利用ユーザからの要望に基づいて

立案された機器運用計画及び観測計画が必要である。またハイパースペクトルセン

サ等によって得られるデータは膨大であり、得られる情報も多種多様であるため、そ

のデータ処理も長期的視点から立案された計画に基づいて効率的に行う必要がある。

そのためここでは、ハイパースペクトルセンサ等の機器運用計画、長期観測計画、長

期データ処理計画等に対する要求要件を明らかにし、これらの計画の素案を提示す

ることを目的としている。 

 

研究初年度である平成 22 年度には、以下の項目を実施した。 

・ASTER の機器運用計画、長期観測計画の資料収集とその整理および評価 

・基幹ユーザとして想定される（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）に

対する聞き取り調査 

・分野別観測面積要求に対するダウンリンクリソース（１日に地上局にダウンリンクで

きるデータの最大量、バイト単位）量の見積 

・機器運用計画、長期観測計画の評価等に必要な観測シミュレーションツール等およ

び可視化ツールのソフトウェア開発を開始し、ハイパースペクトルセンサ等の機器運

用計画、長期観測計画および長期データ処理計画の素案準備に必要となる基礎的

な情報の見積 

 

このうち、ASTER の機器運用計画、長期観測計画およびはJOGMECに対する聞き

取り調査結果は、HISUI の機器運用計画、長期観測計画策定のための基礎資料とし

た。また、ハイパースペクトルセンサ等の仕様策定時に利用された分野別観測面積

要求を基にして、HISUI における必要ダウンリンクリソース配分の試案を作成した。こ

の結果、５年間のダウンリンク容量は 2,200 TB と見積もられた。 

 

（ア）HISUI 運用計画ソフトウェアの開発および可視化ツールの開発 

 運用計画ソフトウェア（予め設定された観測条件に対して実際に観測される場所を

算出する数値計算プログラム）の開発を開始した。この運用計画ソフトウェアにおい

ては、衛星軌道、太陽条件（季節条件）、全球土地被覆図、HISUI に関するダウンリ
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ンクリソース、連続陸域分割数、ポインティング観測条件を与えると、実際に観測さ

れる場所および太陽高度などの観測条件を算出する。また全球土地被覆図を使っ

た土地被覆情報の自動判断を行い、分野別観測要求面積の評価に必要なデータも

得ることができる。また、得られた数値データ結果を効率よく検討するために必要な

運用計画可視化ツールも合わせて作成した。 

 この運用計画ソフトウェアを用いて様々な条件で予想される観測達成率の計算を

ハイパースペクトルセンサに重点をおいて行った。実際に行った内容としては 

 (a) 15 分間/周回の観測分割数に関する検討 

 (b) ダウンリンクリソースを考慮した場合の全球一回観測達成率 

   に対する検討 

 (c) 浅海域を含む場合の観測達成度に対する検証 

 (d) 特定領域集中観測の場合についての検証（アフリカ大陸を想定） 

である。 

 その結果、以下のことが分かった。 

 (a) 連続陸域分割数としては、３以上が望ましいが、５、１０分割でも顕著な差がな

いこと。 

(b) ダウンリンクリソースが 250G 以上では、ほとんど差がなく、いずれも一回観測

達成率が９９％を超えること、２５０G 以下では、分割数が多いほど、一回観測達成

度が下がること 

 (c) 観測可能面積は以前と比べて 約８％増しとなるが、一回観測達成度は いず

れの観測条件においても陸域のみを観測する場合と最大で２％の差でしかないこと 

 (d) ダウンリンクリソースが 

・30Gbyte では達成度は最大でも８割にしかならないこと 

・50Ｇbyte 以上あれば一年観測を行うことで達成度が 99％を超えること 

・100Gbyte あれば半年で 90％以上の観測達成度を得られること 

・これらの結果は、連続陸域分割数を変えても変わらないこと 

 

 一例として、アフリカ大陸のみを集中的に観測する場合の、一回観測達成率を表３

－１－２－Ｇ－４、観測日数 360 日でのアフリカ観測達成率（面積％）（浅海域を含む）

を図３－１－２－Ｇ－２５に示す。 
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表３－１－２－Ｇ－４ アフリカ局所観測に対する一回観測達成度 

観測日数 一回観測達成率 [%] 

300G 150G 100G 50G 30G 

60 62.47 62.47 61.92 33.77 20.01 

120 87.82 87.82 87.02 47.65 28.49 

180 90.57 90.57 90.31 77.44 47.59 

240 98.25 98.25 98.25 94.04 57.27 

300 99.90 99.90 99.90 97.41 73.51 

360 99.90 99.90 99.90 99.90 80.98 

 

 

 
図３－１－２－Ｇ－２５ 観測日数 360 日でのアフリカ観測達成率（面積％）（浅海域を

含む） 

 

（イ）短期観測計画としてスケジューリング方針の検討 

 これまでの調査結果及び ASTER 等既存システムの現状を基に、長期観測計画・

データ処理計画などの関連計画、そして観測データの利用の観点を考慮して、効率

的な観測データの取得方法について検討を行った。 

まず、HISUI システムの全体の運用フローを明確にした（図３－１－２－Ｇ－２６）。

これにより、長期観測計画と短期観測計画の位置づけを明確にした。さらに短期観

測計画としてスケジューリングを行う方針の素案として短期観測計画の位置づけを

明らかにした（図３－１－２－Ｇ－２７）。短期計画立案においては、各種観測要求

（xAR） 、観測実績、軌道予測情報データ、センサ情報（ポインティングの情報）、観

測日の雲予測、パンクロ観測計画を入力として、Two Day Schedule を出力する。 

 また、これらのうち HISUI の運用・ミッション計画において必要とされる雲情報の仕

様について検討し、雲情報は以下の目的として使用するのが妥当であるとした。 

①各種観測要求を撮像計画として衛星にアップリンクさせるかどうかの判断材料 

②データ処理後のプロダクトに付する雲量（データベース検索条件として利用可） 
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図３－１－２－Ｇ－２６ HISUI 運用全体像。一つ一つの箱はシステム内の機能を示し、

左側が入力、右側が出力を示す。 

 

 

 

図３－１－２－Ｇ－２７ HIUSI の運用における短期観測計画の位置づけ 

 

（９）次世代衛星データ解析技術開発 

【研究概要】 

地球観測衛星センサ及び実用化が期待されるハイパースペクトルセンサ等により
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得られる地球観測データから、鉱物分類を高精度化するための処理解析技術の研究

及び開発を実施している。具体的には、鉱床や金属資源探査プロジェクトに伴う岩

石・鉱物の反射スペクトルデータを測定・集積し、各鉱床タイプで伴われる岩石・鉱物

の反射スペクトルを明らかにするとともに、ハイパースペクトルデータ・スペクトルメー

タデータ等を用いて、鉱物の詳細な産状、鉱物の化学組成、鉱物の風化プロセス等

を明らかにする。 

【成果】 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が海外金属資源探査プロジェクト

で採取した岩石・鉱物試料及び、独立行政法人産業技術総合研究所・地質標本館の

鉱石・鉱物を対象にスペクトル測定、化学分析等を実施し、各鉱床タイプに伴われる

岩石・鉱物のスペクトルデータ集積を行った。 

ベトナムのレアアース鉱化露頭を対象にハイパースペクトルカメラによるデータ取

得を行い、レアアースが可視～近赤外域に有する特徴的な吸収スペクトルを用いて、

露頭におけるレアアースの分布を可視化した（図３－１－２－Ｇ－２８）。 

 

 

   レアアース    植生 

図３－１－２－Ｇ－２８ ベトナムのレアアース鉱化露頭でのレアアース分布を可視化 

 

（１０）金属鉱床タイプに応じた総合解析探査技術の開発 

【研究概要】 

金属鉱床では、ベースメタルやレアメタルを産する鉱床タイプごとに固有の岩石・鉱

物等の産状を示すため、鉱床タイプに応じて地形、地質、化学分析、物理探査等の

多種データを活用した解析技術開発を実施している。さらに、ハイパースペクトルデー

タの高度利用のため、データ解析をサポートする解析評価用システムの開発を行っ

ている。 

【成果】 

５つの鉱床タイプ（レアアース鉱床、斑岩銅鉱床、ニッケル白金鉱床、酸化鉄型銅

金鉱床、高硫化型銅金鉱床）に関する解析探査技術開発を行い、解析手法等を示し
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た。また、解析評価用システムとして携帯型スペクトルメータのプロト機を完成した（図

３－１－２－Ｇ－２９）。 

 

   

図３－１－２－Ｇ－２９ 携帯型スペクトルメータ プロト機と測定スペクトル 

 

３－１－３－Ｇ 特許出願状況等 

当プロジェクトでは表３－１－３－Ｇ－１に示すように、特許出願はないものの、平

成 18～22 年度にかけて表３－１－３－Ｇ－２（１）に示す関連学会誌への論文投稿を

行なっている。また，表３－１－３－Ｇ－２（２）に示す関連学会での発表も多数行って

いる。 

 

表３－１－３－Ｇ－１ 特許・論文等件数 

要素技術（実用化技術研究細分要素） 論文数 

ナラ枯れ 1 

稲（陸・水） 1 

牧草 3 

茶 1 

その他 2 

校正技術  

処理技術 1 

地上処理システム 1 

運用計画システム  

計 10 

 

 

表３－１－３－Ｇ－２（１） 論文、投稿、発表、特許リスト（論文） 

 題目・メディア等 時期 

論文 写真測量とリモートセンシング誌「グループ分割によるハイパース H22.1 
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表３－１－３－Ｇ－２（２） 論文、投稿、発表、特許リスト（発表） 

ペクトルデータからの葉面積指数推定」 

論文 日本草地学会誌「大規模草地における精密放牧システムの構築

(8)航空機 CASI ハイパースペクトル画像により草量と草質の面的

分布推定」 

H22.3 

論文 日本信頼性学会誌「分散環境下における情報システムの信頼性」 H22.3 

論文 写真測量とリモートセンシング誌「 ハイパースペクトルデータによ

る米粒タンパク含有率推定に関する研究 」 

H22.5 

論文 NPO 法人 Digital 北海道研究会機関誌 2010（仮称）「ハイパース

ペクトルセンサによる採草地の収量推定と草種判定」 

H22.6 

論文 Detection and correction of spectral and spatial misregistrations 

for hyperspectral data using phase correlation method, Naoto 

Yokoya, Norihide Miyamura and Akira Iwasaki, Applied Optics, Vol. 

49, Issue 24, pp. 4568-4575 (2010) 

H22.7 

論文 写真測量とリモートセンシング誌「可視／近赤外ハイパースペクト

ルデータに基づくナラ枯れ指標 NWI に関する研究」 

H22.11 

論文 （社）照明学会誌「ハイパースペクトルデータによる茶葉の生育状

況把握」 

H22.12 

論文 Digging Deeper Conference 誌 「 Next Generation Mineral 

Exploration – the HISUI Project 」 

H22.12 

論文 日本草地学会誌「航空機搭載型ハイパースペクトルセンサを活用

した採草地における生育状況の広域的推定 」 

H23.3 

 題目・メディア等 時期 

発表 IGARSS 2008「 Development of Rice Yield Estimation Method 

Based on Spaceborne Hyperspectral Data 」 

H20.7 

発表 日本茶業技術協会 平成 20 年度研究発表会「地上測定ハイパー

スペクトルデータによる茶の摘採期推定に関する検討」 

H20.11 

発表 （社）日本写真測量学会平成 20 年度秋季学術講演会「ハイパー

スペクトルデータを用いた牧草品質モニタ －マメ科率の推定」 

H20.11 

発表 （社）日本写真測量学会平成 20 年度秋季学術講演会「ハイパー

スペクトルデータを用いた牧草品質モニタ －大気補正手法の検

討」 

H20.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 45 回（平成 20 年度秋季）

「 PALSAR 二偏波データを用いた水稲倒伏範囲の推定および推

H20.12 
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定範囲を考慮したパイパースペクトルデータによる水稲収量・品質

推定精度向上の検討 」 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 45 回（平成 20 年度秋季）

「 茶の摘採管理に対するハイパースペクトルデータの利用可能

性 」 

H20.12 

発表 北海道農業試験会議（設計会議）畜産部会「 牧草の品質モニタに

関する実利用化技術研究 」 

H21.3 

発表 3rd ISIS WG 「 Hyper-spectral and Multi-spactral Sensor System 

Developmet -Current Status-  」 

H21.3 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 46回（平成 21年度春季）学術

講演会「衛星搭載ハイパースペクトルセンサ Hyperion の石油探鉱

への応用」 

H21.5 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 46回（平成 21年度春季）学術

講演会「ハイパースペクトルデータ利用基盤技術の研究開発の概

要」 

H21.5 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 46回（平成 21年度春季）学術

講演会「インドネシア水稲地域を対象としたハイパースペクトルデ

ータ利用技術の開発」 

H21.5 

発表 地理空間情報システム展 2009「ハイパースペクトルデータ利用基

盤技術の研究開発の概要」 

H21.6 

発表 地理空間情報システム展 2009「 インドネシア水稲地域を対象とし

たハイパースペクトルデータ利用技術の開発 」 

H21.6 

発表 （社）日本写真測量学会 平成 21 年度年次学術講演会「異なる太

陽条件で計測した水稲の分光反射係数に関する考察」 

H21.6 

発表 （社）日本写真測量学会 平成 21 年度年次学術講演会「ハイパー

スペクトルデータによる牧草地の生産性評価の試み」 

H21.6 

発表 2009 年度資源地質学会 「スペクトルメータ及びリモートセンシン

グデータによるレアアース鉱物の検出と識別」 

H21.6 

発表 IGARSS 2009「 Evaluation of Paddy Yield and Quality Estimation 

Methods Based on Various Vegetation Indices, NDSI and PLS 

Using BRDF-Corrected Airborne Hyperspectral Data 」 

H21.7 

発表 IGARSS 2009「 Leaf Area Index Estimation from Hyperspectral 

Data Using a Group Devision Method 」 

H21.7 

発表 inter workshop on application of hyperspectral technology to 

support national food security: Rice Monitoring and Prediction

「 The future of HyperSRI project 」 

H21.8 

発表 JAXA ALOS-3 利用ワークショップ 1「 ハイハースペクトルデータを H21.8 
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主とした利用基盤技術の研究開発 」 

発表 1st WISPERS「 Tree Species Discrimination Using Continuum 

Removal Airborne Hyperspectral Data 」 

H21.8 

発表 30th ACRS 2009 「 Development of Hyperspectral Data 

Utilization Technology for Paddy Field in Indonesia 」 

H21.10 

発表 30th ACRS 2009 「 Quantative analysis from unifying field and 

airborne hyperspectral in prediction biophysical parameters by 

using partial least square (PLSR) and normalized difference 

spectral index (NDSI) 」 

H21.10 

発表 30th ACRS 2009 「 Coupling ground and airborne-based 

hyperspectral (HyMap) detection over rice canopy to predict leaf 

area index (LAI) and SPAD value using support vector machine 

(SVM) technique in Irrigated wetland rice 」 

H21.10 

発表 （社）計測自動制御学会 第 35 回知能システムシンポジウム「ハイ

パースペクトルデータ利用技術研究」 

H21.11 

発表 （社）日本写真測量学会平成 21 年度秋季学術講演会「ハイパー

スペクトルデータによる茶葉の生育状況把握に関する研究」 

H21.11 

発表 日本茶業技術協会 平成 21 年度研究発表会「航空機搭載ハイパ

ースペクトルデータによる茶の生育状況把握に関する検討」 

H21.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 47回（平成 21年度秋季）学術

講演会「航空機搭載ハイパースペクトルデータによる茶の生育状

況推定」 

H21.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 47回（平成 21年度秋季）学術

講演会「航空機ハイパースペクトルセンサ HyMap を用いたラテライ

トニッケル鉱床有望地域抽出に関する研究」 

H21.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 47回（平成 21年度秋季）学術

講演会「ハイパースペクトルデータ利用のためのスペクトルデータ

ベース開発」 

H21.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 47回（平成 21年度秋季）学術

講演会「反射スペクトルによるレアアース鉱物識別手法」 

H21.11 

発表 2010 Ocean Science Meeting「 Possibility of ocean remote sensing 

using Hyper-Spectrum Sensor in coastal waters 」 

H22.2 

発表 2010 年度日本草地学会三重大会「大規模草地における精密放牧

システムの構築(8)航空機 CASI ハイパースペクトル画像により草

量と草質の面的分布推定」 

H22.3 

発表 （社）日本写真測量学会 平成 22 年度年次学術講演会「航空機搭

載ハイパースペクトルセンサによる採草地牧草の収量推定と草種

H22.5 
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判定」 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 48回（平成 22年度春季）学術

講演会「ハイパースペクトルデータを利用したインドネシア水稲地

域における生育段階の分類手法の開発」 

H22.5 

発表 （社）人工知能学会 2010 年度全国大会（第 24 回）「リモートセンシ

ングデータからの森林管理情報マイニング」 

H22.6 

発表 ISIS WG Meeting 1「 Research and Development of Hyper-spectral 

Sensor 」 

H22.7 

発表 N. Yokoya, N. Miyamura, and A. Iwasaki, “Detection and correction 

of spectral and spatial misregistration for hyperspectral data,” IEEE 

International Geoscience and Remote Sensing Symposium 

(IGARSS), USA/Hawaii/Honolulu 

H22.7 

発表 T. Okuda and A. Iwasaki, “Estimation of satellite pitch attitude from 

ASTER image data,” IEEE International Geoscience and Remote 

Sensing Symposium (IGARSS), USA/Hawaii/Honolulu 

H22.7 

発表 ISPRS Commission VIII, WG VIII/5「 METHOD TO REDUCE GREEN 

AND DRY VEGETATION EFFECTS FOR SOIL MAPPING USING 

HYPERSPECTRAL DATA 」 

H22.8 

発表 2010 HyspIRI Science Workshop「 HISUI Hyperspectral Image Suite 

A Japanese Spaceborne Hyperspectral and Multispectral Remote 

Sensing Mission 」 

H22.8 

発表 GISDAY in 北海道 2010 公開シンポジウム「ハイパースペクトル

データを用いた牧草の生産量と成長率の把握に関する情報抽出

技術研究開発 」 

H22.9 

発表 G 空間 expo 2010「ハイパースペクトルデータ利用技術の研究開発

の概要」 

H22.9 

発表 リモートセンシング研究会 勉強会「スペクトルデータベースの構

築」 

H22.9 

発表 The 4th International Conference on O-CHA(Tea) Culture and 

Science (ICOS 2010)「 Estimation of the tea growth stage using 

airborne hyperspectral data 」 

H22.10 

発表 N. Yokoya, N. Miyamura, and A. Iwasaki, “Preprocessing of 

hyperspectral data with consideration of smile and keystone 

properties,” SPIE Asia Pacific Remote Sensing, Korea/Incheon 

H22.10 

発表 The 31st Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2010)

「 Development of Hyperspectral Data Utilization Technology by 

Using Data Mining Method for Paddy, West Java, Indonesia 」 

H22.11 
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３－２－Ｇ 目標の達成度 

 

表３－２－Ｇ－１ 目標に対する成果・達成度の一覧表 

 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

１．実利用化の

ための解析技

術  

１ ） エ ネ ル ギ

ー・資源分野  

 

１）エネルギー・資源分野 

熱水性鉱床の探鉱に有用と

考えられる鉱物を１０種以上

抽出可能な手法を開発するこ

と。  

 

１）エネルギー・資源分野  

熱水性鉱床探鉱に有用

な１４種の鉱物抽出アル

ゴリズムを開発した。  

 

達成 

２）農業分野  

 

２）農業分野 

水稲の生育段階を５分類以上

分類可能な技術を開発するこ

と。  

２）農業分野 

茶葉、水稲、小麦の精度

の良い生育段階分類技

術を開発した。特にインド

ネシアの水稲では７段階

分類が可能な技術を開

発した。  

達成 

３）環境分野  

 

３）環境分野 

マルチスペクトルデータは困

難なサンゴの白化回復状況を

把握するために、生サンゴと

３）環境分野 

サンゴの白化からの回復

状況把握のための底質

分類手法を構築した。  

達成 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 49 回（平成 22 年度秋季）「ハ

イパースペクトルデータによるオーストラリア小麦の生育モニタリン

グ手法の開発」 

H22.11 

発表 （社）日本リモートセンシング学会 第 49 回（平成 22 年度秋季）「航

空機ハイパースペクトルセンサーを用いた植生指数による大豆収

穫量予測と雑草侵入および大気補正手法影響評価」 

H22.11 

発表 平成 22 年度第 21 回 ASTER データ利用委員会「 Hyper の現状に

ついて 」 

H22.11 

発表 奥田哲矢, 岩崎晃, “短基線ステレオ視システムにおける衛星振

動補正”, 第 49 回学術講演会論文集（日本リモートセンシング学

会）, pp. 99-100 

H22.11 

発表 Asian Forum on Carbon Update 2011「 Contribution to REED+ 

Using Remote Sensing Technique 」 

H23.3 
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底質が分類可能な技術を開

発すること。  

 

４）森林分野  

 

４）森林分野 

マルチスペクトルでは困難な

広葉樹の種レベルの分類を

含む１０以上の樹種分類可能

な技術を開発すること。  

４）森林分野 

新たな手法を開発し、１２

種の樹木について７０％

以上の精度で分類するこ

とができた。  

達成 

２ ． セ ン サ 校

正・データ処理

技術  

１）校正技術 

１）校正技術 

ハイパースペクトルセンサとし

ての新たな技術課題を調査

し、品質保証に影響が予測さ

れる項目の校正技術の開発

に着手すること。  

１）校正技術 

センサの仕様から生じる

新たな技術課題を調査

し、次の課題について検

討に着手した。分光画像

の波長方向への歪の特

性／代替校正手法の検

討／月校正手法の検討  

達成 

２）データ処理

技術  

２）データ処理技術 

幾何補正のために必要な分

光画像の歪を補正処理する

手法を開発すること。  

２）データ処理技術 

分光画像の空間方向の

歪の処理技術は完了し

た。必要な補助データ、

ユーザ要求精度評価の

調査を実施し、問題点の

洗い出しをした。  

達成 

３）地上処理シ

ステム  

 

３）地上処理システム 

国際標準化のシステム検討

ため、マルチセンサの模擬デ

ータを１万件以上作成するこ

と。  

３）地上処理システム 

カタログサービスの国際

標準化を検討した。実験

用に ASTER メタデータを

160 万件以上変換し、ＨＩ

ＳＵＩのマルチデータは標

準化可能であることが確

認できた。  

達成 

４）運用計画シ

ステム  

 

４）運用計画システム 

長期運用計画の最適化に必

要な計画策定ソフトウェアの

試作すること。 

４）運用計画システム 

運用計画を最適化するた

めのシステムの要求分

析、運用ソフトの試作し、

観測達成率が得られるよ

うになった。 

 

達成 
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３．金属資源探

査技術の研究

開発 

１）次世代衛星

データ解析技

術 開 発 （ 変 質

帯 ・ 鉱 物 分 類

の高精度化） 

１）次世代衛星データ解析技

術開発 

各種鉱床タイプに伴う岩石・

鉱物の反射スペクトルデータ

を測定し、鉱物分類を高精度

化するための解析技術開発

を行うこと。 

 

 

１）次世代衛星データ解

析技術開発 

鉱床に伴う岩石・鉱物の

反射スペクトルデータ測

定を実施した。ハイパー

スペクトルデータ・スペク

トルメータデータ等を用い

て詳細な鉱物識別を行う

と と も に 鉱 物 の 化 学 組

成、風化プロセス等につ

いても検討した。 

達成 

２）金属鉱床タ

イプに応じた総

合解析探査技

術の開発 

２）金属鉱床タイプに応じた総

合解析探査技術の開発 

複数の鉱床タイプを対象とし

て衛星データ等による解析技

術開発を行うこと。また、ハイ

パースペクトルデータ解析評

価用システムプロト機を開発

すること。 

 

２）金属鉱床タイプに応じ

た総合解析探査技術の

開発 

５つの鉱床タイプ（レアア

ース鉱床、斑岩銅鉱床、

ニッケル白金鉱床、酸化

鉄型銅金鉱床、高硫化型

銅金鉱床）に関する解析

探査技術開発を行い、解

析手法等を示した。また、

携帯型スペクトルメータ

のプロト機を完成した。 

達成 

 

 

４－Ｇ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｇ 事業化の見通し   

（１）実利用化のための解析技術の確立  

 エネルギー・資源分野では、これまで以上に多くの鉱物識別が可能となることで、新

たなエネルギー・資源の確保が期待されている。実際、大規模機関ユーザとして想定

される（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）に対して聞き取り調査を行

った。その中で、撮影条件の要求、広域地域の撮影要求、観測幅の妥当性、撮影期

間の短縮、大気補正プロダクトへの要求、幾何補正精度、波長補正精度への要求

等、現実的な条件が数多く寄せられていることから、我が国のエネルギー・資源確保

のための大量ユーザとなることは疑いない。 

 また、農業分野では、農作物収量推定、林業では森林状況把握、環境分野ではサ

ンゴ礁の白化・回復状況の把握などへの利用が期待されており、インドネシア、タイ、
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ケニア等多くの国々からマルチスペクトルデータおよびハイパースペクトルデータの

利用希望が寄せられている。 

このような利用を促進する上でも、現在進めている実用化解析技術の確立は重要

である。 

  

（２）データ販売 

前述のように、国内外からデータ利用の要求が出されている。具体的な機関、ユー

ザは、資源開発会社、地方自治体、農業・森林組合、各国環境省、農業省、森林省う

等が予想され、多くのデータの販売が期待できる。 その数値については、次項の｢波

及効果｣を参照して下さい。 

 

（３）インフラ・システム輸出への貢献  

 ハイパースペクトルデータの実利用化技術が確立されることで、センサの有用性が

各国に理解される。一方、国際標準に則った地上データ処理システムの構築により、

センサから地上システムを含む国際競争力のある宇宙システム・パッケージとして展

開可能である。 この内容についても波及効果の項を参照して下さい。 

 図４－１－Ｇ－１に、本研究の事業化、波及効果について模式図を示す。 

 

 

図４－１－Ｇ－１ 本研究の事業化、波及効果の模式図 

 

このような段階において、実施した幾つかの実利用研究の中から、実利用化の期

待が持てそうな研究例「ハイパースペクトルデータによる豪州における小麦の収量等

に関する研究開発」について、以下に示す。 
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「ハイパースペクトルデータによる豪州における小麦の収量等に関する研究開発」 

本研究開発の背景として、３大穀物の一つである小麦は、海外に食糧を依存する

わが国にとって重要な食糧であり、最近、地球温暖化等の影響による干ばつ・洪水等

の自然災害が多発し、食糧の収穫に多大な影響をもたらしているということがある。 

ここでは、ハイパースペクトルセンサ等の衛星データを使用して、収穫期以前に豪

州小麦の収量や、作付状況，生育状況，品質を把握可能な手法開発を行うことで、

衛星搭載ハイパースペクトルセンサの実利用分野開拓を目指している。  

我が国の小麦輸入は，国家貿易によって行われており，政府の購入価格設定や

輸入量の規制等のもと、製粉会社から商社へ小麦の買い付けを委託している。干ば

つ等でオーストラリアからの輸入量が減尐する場合，他国からの輸入を増加させる施

策を講じる必要があるため，生産地の収量・生育状況をモニタリングすることができ

れば，食糧安全保障上有効な情報となりうる。また，輸出国であるオーストラリアの政

府系機関に対しても同様のことが言える。 

また，輸入を代行する商社，輸入した小麦を購入する製粉業者においても生産地

の収量・生育状況に対するニーズは高いと考えられる。 

したがって、HISUI 打上げ後に得られる衛星データを使用した検証を積み重ねる一

方、日本政府・製粉企業・商社等、事業化に向けての要望をヒアリングし、実利用化

への取組みを展開し、更に研究すべき技術開発等についてはフォローアップを行い、

実利用展開に取り組み，HISUI の利用拡大に繋げていきたいと考えている。 

 

４－２－Ｇ 波及効果 

①実利用化のための解析技術の確立による HISUI データ売上および経済効果 

次世代地球観測衛星搭載予定の HISUI センサは、①可視・近赤外域～短波長赤

外域に１８５バンドを連続的に観測できるハイパースペクトル光学センサと、②紫外線

域～近赤外域に４バンドを有し、地上分解能が５ｍでかつ観測範囲が９０ｋｍのマル

チスペクトルセンサの２つの光学センサから構成される。特にハイパースペクトルセン

サは、エネルギー・資源分野・農林業分野・環境分野等多岐にわたる分野で利用され

る可能性が高いデータであるため、より多くの利用者の広がりが期待されている。 

各分野の利用者のすそ野を拡大するためには、情報量の多いハイパースペクトル

データから、如何に有用な情報を抽出する手法や多くの事例を本研究開発で確立し、

宣伝普及に努めることが必要と考えられる。 

HISUI により取得されるデータの総数は、ハイパーで年間約 30 万シーン、マルチス

ペクトルデータで年間 7～8 万シーン程度と想定される。仮に取得シーンのうち有償で

販売されるものの割合を ASTER と同じ 7.5％（H22 年度の ASTER 一般売上シーン相

当数/ASTER 取得総シーン数で、1 シーン約 1 万円と仮定）とすると、年間 2.8 億円 と

試算される。 

また、ハイパーデータ利用産業は現段階では確立していないが、資源に限り言及

すると、新たな油田の発見につながれば、数兆円～数十兆円の経済効果がある。 
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②インフラ・システム輸出への貢献 

宇宙基本法に基づき定められた宇宙基本計画では、宇宙外交の推進や産業競争

力の強化に取り組むことが求められている。  

宇宙戦略本部では、我が国の宇宙産業における国際市場は、これまでの欧米諸

国に加え、近年は中国や韓国までもが進出し始めており、日本の輸出市場確保や外

交的利用の観点から、低価格な衛星や先端的な技術で世界的な開発競争となってい

る。先端的な技術が集約されている、ハイパースペクトルセンサと高分解能広域観測

マルチスペクトルセンサを持つ（HISUI）センサの必要性は、国内のみならず海外でも

高まっている。実際、ドイツ DLR が開発中のハイパースペクトルセンサ EnMAP は、

HISUI と同じ地上空間分解能で観測幅および観測波長帯域をもち、打上予定は 2015

年、イタリア ASI が開発中の PRISMA に搭載されるハイパースペクトルセンサも

EnMAP、HISUI と同様の地上分解能、観測幅、観測波長帯の仕様で、打上予定は

2014 年と言われている。 

経済産業省では、小型化等による先進的宇宙システムの研究開発を進めており、

HISUI のハイパースペクトルセンサまたはマルチスペクトルセンサと同様のセンサをそ

れぞれ単独で搭載し、小型衛星ながら多様なミッションに適用可能な宇宙システムに

展開することが可能である。光学衛星による地球観測における弱点である雲の影響

を減らすためには、撮影頻度を多くする必要があり、複数の同じ衛星が地球の周回

軌道上から観測し、取得データの相互利用を図る体制（コンステレーションによる衛

星の相互利活用）を組むことが最も効果的であると思われる。特に、観測幅が３０ｋｍ

であるハイパースペクトルセンサの利用に期待を寄せている農林業分野では、モニタ

ンリングの対象が植生であることから、観測頻度を確保することも利用拡大の鍵とな

る。 

このような状況下で、ハイパースペクトルセンサデータの利用価値を国外へ積極的

に展開することにより、ハイパースペクトルセンサを搭載した衛星システムから地上系

及びハイパースペクトルデータ利用者の育成（キャパシティ・ビルディング）を含めた

「衛星システム・パッケージ輸出促進」へ波及することが想定される。 

内容により提供価格は大きく異なるものの、センサおよび衛星の開発・打ち上げ・

地上システム・人材育成までを含めたパッケージの提供価格が仮に１００億円から２０

０億円と仮定した場合、５カ国への展開（コンステレーション）を想定すると５００億円

から１０００億円と見込める。 

 

  ③地上処理システムハードウェアの効率的な調達 

VM（仮想計算機）での動作を前提としたソフトウェア開発により、地上処理系全体

の動作環境を可能な限りハードウェアに依存させないように設計をすすめている。こ

のため地上系システムのハードウェアの調達時期を、従来に比べて格段に遅らせる

ことが可能となる。この結果、システムの陳腐化を防ぎ、コストを削減することに大きく

寄与する。また、実際の地上系を運用する事業者が、予測の難しい次世代地球観測
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衛星の寿命に合わせて、地上系システムの規模を柔軟に変更することを可能とす

る。 

 

５－Ｇ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果 

５－１－Ｇ 研究開発計画 

本研究開発は、平成 18 年度にスタートし、平成 19 年度までの２年間は、技術動向

調査やユーザ要求調査の結果からセンサ仕様の検討および提案を実施した。平成

20 年度～平成 22 年度までの３年間は、実利用化の基盤技術を確立するため、研究

の調査対象地域において現地調査や航空機搭載型ハイパースペクトルデータを取得

するなど、衛星打ち上げ後の実利用化を念頭に置いた技術開発を行っている。  

実利用化を目指して開発している技術は、図５－１－Ｇ－１に示すようにエネルギ

ー・資源の確保、食糧確保、地球規模の環境監視に資するものである。具体的には、

エネルギー・資源分野では可視・近赤外領域で識別可能な鉱物等の把握や石油の

胚胎有望地域の抽出、農業分野では農作物（水稲・小麦・牧草・茶等）の生育状況・

収量・品質の把握、環境分野では沿岸環境（サンゴ礁の白化回復監視等）・土壌環境

（塩類集積等）の把握、森林分野では精密樹種分類や森林管理情報（樹種・樹冠率・

材積・樹高）の推定を行っている。その他、等価マルチバンド作成技術、データフュー

ジョン等の技術やシミュレーションデータ作成技術の研究開発を行っており、これらは

実利用化のための解析技術研究の礎となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１－Ｇ－１ 実利用化のための解析技術の目標 

 

図５－１－Ｇ－２ に実利用化研究の技術開発のスケジュールを示す。平成２４年

度以降は、研究課題によっては「手法の構築」が終了した後の「シミュレーションデー
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タ等による事前検証」のフェーズに入る。図５－１－Ｇ－３に実利用化のための解析

技術の研究開発の流れを模式的に示す。 

今後は、現在（平成 23 年度）までに確立した手法について、上述のシミュレーション

データにより、HISUI の打上げ前までに事前検証を行うとともに、実利用化への目途

を確認する。 一方、各研究開発の過程で取得されるスペクトルデータとともに、物理

量の推定モデルや実利用化技術研究において確立した手法（これらを総称してここで

は利用促進のための「ガイドライン」と呼ぶ。）を解析ツールとしてスペクトルデータベ

ースに登録・整備することで、研究者のみならず多くのデータ利用者が簡単に処理・

解析ができるスペクトルデータベースの構築も行っている。 

 

実施項目／ 

年度 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

≪エネルギー・資

源分野≫ 

実利用化研究 

       

≪農業分野≫ 

実利用化研究 

       

≪環境分野≫ 

実利用化研究 

       

≪森林分野≫ 

実利用化研究 

       

 

図５－１－Ｇ－２ 実利用化のための解析技術の研究開発計画 

 

 

 
図５－１－Ｇ－３ 実利用化のための解析技術の研究開発の流れ 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝデータ等による事前検証 サンゴ白化回復、塩類集積と植生変化などの

把握手法構築 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝデータ等による事前検証 樹種分類・森林管理・ナラ枯れ抽出等の手

法構築 

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝデータ等による事前検証 資源探査関連鉱物識別手法構築 

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝデータ等による事前検証 水稲・小麦・牧草・お茶等品質・収量・生育

状況の把握手法構築 
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一方、「校正・データ処理等に係る研究開発」は、平成２２年度は研究開発の初年

度に当たり、調査および予備検討が計画どおり実施され、十分な成果が得られた。そ

の結果、当初の計画どおりの工程で、今後も研究開発を進捗させることが適当と考え

られる（図５－１－Ｇ－４）。 

 

実施項目／年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

（１） 校正技術 

 

 

 

     

（２） 処理技術 

 

     

（３） 地上処理シス

テム 

     

（４） 運用計画シス

テム 

     

 

図５－１－Ｇ－４ 「校正・データ処理用に係る研究開発計画 

 

「金属資源探査技術の研究開発」は、平成２０年度が初年度に当たり、図５－１－

Ｇ－５に研究開発スケジュールを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打上前校正技術の開発 

国際標準対応 

 

適用 

打上後校正技術の開発 適用 

問題点の

検討 

アルゴリズムの選定 アルゴリズムの適用 

調査・試作 アルゴリズムの選定 アルゴリズムの適用 

システムの設計 

 

システムの整備 
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実施項目／ 

年度 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

次世代衛星データ解析技術

開発 

岩石・鉱物の反射スペクト

ル解析技術の開発 

 

岩石鉱物の反射スペクトル

データの集積 

 

 

     

金属鉱床タイプに応じた総

合解析探査技術の開発 

ハイパースペクトルデータ

解析評価システムの開発 

 

衛星データ等による解析

技術の開発 

 

 

     

 

図５－１－Ｇ－５ 金属資源探査技術の研究開発計画 

 

５－２－Ｇ 研究開発実施者の実施体制・運営 

（１） 研究開発の実施体制 

本研究開発のうち、実利用化のための解析技術の研究開発は、平成２０～２２年

度にわたり経済産業省が公募し、財団法人資源・環境観測解析センターが実施業者

として、採択を受けたものである。一方、センサ校正・地上データ処理、運用計画最適

化等の研究開発についても、平成２２年度に経済産業省が公募し、独立行政法人 

産業技術総合研究所および財団法人 資源・環境観測解析センターが共同実施業

者として、採択を受けたものである。また、金属資源探査技術の研究開発についても、

経済産業省が公募し、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が実施業者

として、採択を受けたものである。以下に各々の平成２２年度末時点での実施体制を

図５－２－Ｇ－１、図５－２－Ｇ－２及び図５－２－Ｇ－３として示す。 

金属鉱床タイプに応じて実施 

金属鉱床タイプに応じて実施 

プロト機開発 

金属鉱床タイプに応じて実施 

実機開発 
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図５－２－Ｇ－１ 実施体制図（利用研究） 

 

 本研究開発の目標は開発する基盤技術が様々な利用者に活用されることであるが、

前述したように、特にハイパースペクトルデータはこれまでほとんど実利用化が行わ

れていない状況を考慮し、先駆的技術の実利用化研究の推進にあたり、計画の妥当

性、技術的妥当性等を客観的に助言・指導をする「次世代地球観測衛星利用委員会」

を平成 18 年度に設置した。委員は、主としてエネルギー・資源・農業・森林・環境分野

におけるハイパースペクトルデータに関する学識経験者に委嘱している。 

以下に、「次世代地球観測衛星利用委員会」の委員を示す。（肩書きは、平成 23 年

3 月末現在のもの） 

 

【次世代地球観測衛星利用委員】 

【委員長】 

六川 修一     東京大学 人工物工学研究センター 共創工学研究部門 教授 

 

 

 

経済産業省 

財団法人 

資源・環境観測解析センタ

ー 

国際航業（株） 

（株）三菱総合研究所 

住鉱資源開発（株） 

（株）地球科学総合研究所 

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 

（株）三菱総合研究所 

日鉱探開（株） 

ＤＯＷＡメタルマイン（株） 

（株）地球科学総合研究所 

三菱マテリアルテクノ（株） 等 

次世代地球観測衛

星利用委員会 

研究開発の一部を外注 

インドネシア

科学技術評価

庁 （BPPT） 

オーストラリ

ア CSIRO 

東京工業大学 

共同研究先 
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【委 員】 

粟屋 善雄 岐阜大学 流域圏科学研究センター 教授 

石山  隆 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター グランドフェロー 

岩崎  晃 東京大学大学院工学系研究科 先端学際工学専攻 教授 

大木 永光 
資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構 

資源探査用観測システム研究開発部 担当部長 

斎藤 元也 
東京工業大学 イノベーション研究推進体 付加価値リモートセン

シング 特任教授 

佐藤  功 
産業技術総合研究所 地質情報研究部門 

情報地質研究グループ 主任研究員 

志賀 弘行 
北海道立総合研究機構 

中央農業試験場 農業環境部長 

土田  聡 
産業技術総合研究所 情報技術研究部門 

地球観測グリッド研究グループ 研究グループ長 

外岡 秀行 茨城大学 工学部情報工学科 准教授 

松永 恒雄 
国立環境研究所 地球環境研究センター 

地球環境データベース推進室 室長 

宮崎 忠國 東京農業大学短期大学部 環境緑地学科 教授 

宮武 修一 
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 資源探査部 探査技術開発課 

課長 

 

 
図５－２－Ｇ－２ 実施体制図（センサ校正・データ処理等） 

  独立行政法人 

産業技術総合研究所 

独立行政法人国立環境研究所 

東京大学 

 

研究協力 

再委託 

経済産業省 

酪農学園大学 

財団法人 

資源・環境観測解析センター 

再委託 
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図５－２－Ｇ－３ 実施体制図（金属資源探査技術の研究開発） 

 

金属資源探査技術の研究開発については、開発計画、開発内容及び開発結果に

関する技術的な助言を得るために、外部専門家から構成される研究会を設置し、事

業を進めている。当該研究会委員の構成を以下に示す。 

 

【金属資源探査技術開発研究会委員】 

浦井  稔 
産業技術総合研究所 地質調査総合センター 

地質情報研究部門 情報地質研究グループ 研究グループ長 

古宇田 亮一 産業技術総合研究所 産学官連携推進部門 

三箇 智二 
JX 日鉱日石探開株式会社 

探査事業部 地質部 情報地質担当部長 

武田 祐啓 
住鉱資源開発株式会社 

資源環境調査部 担当課長 

田中 壮一郎 
イー・アンド・イーソリューションズ株式会社 

取締役 

山口 靖 
名古屋大学大学院 

環境学研究科 教授 

 

（２）海外の連携体制 

①海外での実利用化技術研究による相手国の共同研究機関との連携 

一般的に、リモートセンシングデータは産業振興にあたって、国内だけでなく広く海

外における利用推進が重要であるとともに、データの普及にあたっては海外機関との

連携をすすめることも必要である。そのため利用推進の観点から、東南アジア諸国に

おける潜在的なデータ利用者の需要を喚起する第一歩として、インドネシアを対象国

として選定しインドネシアの中で最もハイパースペクトルデータの利用研究が進んで

（独）石油天然
ガス・金属鉱物

資源機構

経済産業省

金属資源探
査技術開発

研究会

財団法人
民間企業

機器開発の一部を外注

共同研究先

名古屋大学

独立行政法人
産業技術総合
研究所

民間企業
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いる BPPT/TISDA（科学技術評価庁/天然資源インベントリー技術評価センター）と共

同研究に関する覚書と実施合意文書を平成 19 年度に締結した。 

この BPPT/TISDA を中心としたインドネシア側の参加機関と協力機関を含む当該

技術研究体制を図５－２－Ｇ－４に示す。 

・参加機関：BPPT/TISDA(科学技術評価庁/天然資源インベントリー技術評価セン

ター) 

LAPAN（インドネシア国立航空宇宙研究所） 

ICALRD（農業土地資源研究開発所） 

BIOTROP（熱帯生物センター） 

PUSDATIN（農業省傘下のデータセンター） 

地方自治体（Indramayu，Subang） 

・協力機関：MAPIN（インドネシアリモートセンシング学会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－Ｇ－４ インドネシア水稲の単位収量、作付面積推定技術研究体制 

 

平成 20 年度には、航空機搭載型ハイパースペクトルセンサである HyMap との地上

同期調査をインドネシア側との連携のもと実施し、航空機ハイパースペクトルデータ

および、地上教師データを取得することができた。 

平成 22 年度に開発されたインドネシア水稲の作付面積推定技術の開発結果は現

地の関連機関から高い評価を受けている。既にインドネシア国内の機関間で衛星打

ち上げ後のデータ利用体制も整いつつあり、平成 23 年度に実施予定の手法の汎用

性検討の結果をもってハイパースペクトルセンサの運用を待つ状態となる。 

METI 
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②海外ハイパースペクトルセンサデータ研究開発機関との連携 

 衛星搭載ハイパースペクトルセンサによって取得されるデータを、どのように利活用

してくかという課題は、我が国だけの問題ではなく、国際的にも注目されている。 

CSIRO は、オーストラリア最大の政府系の総合研究機関であり、研究対象分野は

環境、エネルギー、資源、鉱物、農業経済など広範囲にわたっており、過去にオース

トラリアで計画していたハイパースペクトル衛星のデータ利活用についても非常に数

多くの研究を実施してきた実績を有する機関である。CSIRO の研究対象分野は実利

用化のための解析技術の研究開発のテーマと重なる所も多く、本研究開発遂行に非

常に協力的である。CSIRO との連携のもとに進められたテーマには、平成 22 年度か

ら始まった、レアメタルを胚胎する鉱床である酸化鉄型銅金鉱床の探鉱のための実

利用化技術研究等があり、現在も継続中である。また小麦の収量予測に関する研究

は、平成 21 年度から CSIRO との連携のもと現在も継続中である。新たなテーマとし

てケシの不法栽培地抽出に関する研究を現在実施しているが、対象となり得る地域

は国内にはほとんどなく、現在、ＣSIRO との連携のもとオーストラリアタスマニア島の

対象地域で遂行中である。。要素技術開発のテーマとして、平成 21 年に植生・枯草

除去手法の開発を行っている。この時は CSIRO を介してドイツの GFZ（Deutsches 

GeoForschungsZentrum : German Research Center for Geoscience）とも共同で研究

を実施した。 

また、センサ打ち上げ後の検証用サイトとしてもオーストラリアは候補に上がってお

り、本研究開発でも CSIRO との連携のもと平成 21 年度に西オーストラリア州の

Lancelin 砂丘等を対象に計測を実施している。 

 

（３） 成果の普及 

本研究開発の成果は、年度ごとに成果報告書にまとめている。財団法人資源・環

境観測解析センター（ERSDAC）では、研究開発を行う上で不可欠な関連情報の収集

等について継続的に実施するとともに、国内外の関連学会へ参加し、成果の発表と

情報交換を積極的に行っている。また、ハイパースペクトルセンサを開発している独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）および財団法人資源探

査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構（JAROS）とも緊密に連携して研究

開発を推進している。さらに、ハイパープロジェクトのホームページを通して、社会へ

の成果の公開に努めるとともに、経済産業省と密接に連携しつつ成果普及に努めて

きている。 

（活動実績） 

この３年間の成果普及活動の活動実績は以下の通りである。 

 

①出版活動・学会における成果発表、およびホームページ公開 

研究開発の結果は、毎年度「次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発報告
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書」として取りまとめ、関係者、有識者に配付している。 

さらに、ハイパースペクトルセンサ画像やその処理解析結果を適宜ホームページに

掲載して普及に努めているとともに、日本リモートセンシング学会・写真測量学会、ＩＧ

ＡＲＳＳ等関連する学会への投稿や学術講演会での発表を行ってきている。 各種学

会への発表一覧は、既に表３－１－３－Ｇ－１および表３－１－３－Ｇ－２に示した。 

 

②報告会・ワークショップ等 

財団法人資源・環境観測解析センターは事業報告会を毎年６月、東京にて一般公

開で開催し、前年度の事業の成果について報告し、広く普及することに努めている。 

  平成２１年８月に筑波宇宙センターにて開催された ALOS3 ワークショップ、平成２２

年３月２５、２６日に開催された ALOS2/3 ワークショップに参加し、HISUI センサの特

徴・利用事例等報告し、多くの利用分野の方々へ成果の普及に努めている。また、本

年（平成２３年）１１月１７、１８日に筑波宇宙センターにて開催される予定の ALOS2/3

ワークショップへ参加し、継続して成果の普及に努める予定である。 

 

５－３－Ｇ  資金配分 

 本研究開発は平成１８年度から平成２６年度までの委託研究事業である。今回の中

間評価の対象となる期間である平成２０年度から平成２２年度の資金とその内部配

分（いずれも当初予算）を表５－３－Ｇ－１に示す。 

本研究開発を遂行するにあたり、ハイパースペクトルデータが必要になるが、入手可

能な衛星搭載型センサによるデータは米国の Hyperion しか存在しないため、研究開

発に遅滞が生じないよう航空機搭載型のセンサにて新規撮影するための資金も配分

し、より実用性のある研究に集中している。 

 研究開発の進捗状況を十分に勘案し、資金の過不足がないように適切な資金配分

を行い、最大の成果を得ることができるよう予算の運用管理を行っている。 
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表５－３－Ｇ－１ 資金配分（平成２０～２２年度） 

                                  （単位：百万円） 

研究項目／年度 20 年度 21 年度 22 年度 3 年間合計 

１．実利用化研究     

  エネルギー・資源分野  0  93  96 189 

  農業分野 249 260 104 614 

環境分野 17  21  46  83 

  森林分野 37  75  20 131 

２．センサ校正・データ処理技術     

校正技術   0   0  21  21 

処理技術   0   0  15  15 

地上処理システム   0   0   6   6 

運用計画システム   0   0  11  11 

（１．＋２．）の合計 303 449 319 1,071 

     

３．金属資源探査技術の研究開発      

 次世代衛星データ解析技術開発 16 17 21 54 

 金属鉱床タイプに応じた総合解析

探査技術の開発 

20 30 59 109 

３．の合計 36 47 80 163 

     

各年度の合計（１．＋２．＋３．） 339 496 399 1,234 

 

 

５－４－Ｇ 費用対効果 

①災害監視や安全保障分野で高空間分解能衛星データを物体認識や変化抽出を

目的として利用する場合とは異なり、衛星ハイパースペクトルデータを利用する場合

に必要な情報は主としてスペクトル情報であり、撮像されている情報そのものではなく

その情報を変換・解析して特定の物理量を推定するという使い方が一般的である。特

に、農作物の収量推定や茶の摘採適期推定、有色溶存有機物の推定など、撮像時

期と推定結果の成果の良し悪しが判定される時期までのタイムラグが大きく、また衛

星データは目的とする物理量把握のひとつの情報収集手段にしか過ぎず、衛星デー

タ以外の情報などの総合的な判断によりユーザは意思決定を行うため、一般的に衛

星データ利用の費用対効果を定量化することは困難である。しかし、定性的には、衛

星データが撮影する広域地域を隈なく人が調査することは現実的には困難なことが
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多く、広域を同一条件下で取得できるという衛星データの特徴を活かすことは、実際

に北海道などではマルチスペクトルデータをシステム的に配信サービス等で実用化さ

れていることを考慮すると、将来ハイパースペクトルデータを利用することで、現状以

上の高付加価値情報が得られ製品化に寄与でき、その費用対効果は十分に大きい

と考えられる。 

なお、エネルギー分野の代表である石油開発では、事前調査結果や広域調査結

果次第で開発を断念することもあり、１０００本の試掘井のうち３本成功すれば良いと

いわれるようなハイリスクの事業である。「石油資源遠隔探知技術の研究開発」にお

ける中間評価の費用対効果でも示したように、このような回収困難な多額の初期投

資に対して衛星データを用いた事前評価による精密探鉱・開発の失敗回避の効果は

１００億円以上見積もられ、さらには地震探鉱測線の最適化や試掘位置や本数の最

適化を実施することにより、数億～数十億円のコスト削減効果があると国内の石油資

源開発実務者に評価され、この分野だけでも費用対効果は十分にあると判断され

る。 

 

②ASTER,PALSAR といった過去の地球観測センサ地上系開発に関する知見を最

大限に活用することで、開発の費用対効果を高めている。具体的には、マルチスペク

トルセンサ処理システムの設計や高精度衛星軌道・姿勢データとのインターフェース

などに、これまでの経験が生かされている。 

 

 

５－５－Ｇ 変化への対応 

技術動向・社会情勢・市場ニーズ等の変化への対応、および、平成２０年度の中間

評価への対応状況を以下に示す。 

 

（１）REDD 活動における方法論的ガイダンスに関する決議 

２００９年のコペンハーゲンでの COP１５にて、「REDD 活動における方法論的ガイ

ダンスに関する決議（Decision on methodological guidance for REDD activities）」が採

択され、「衛星リモートセンシングおよび地上レベルの森林炭素インベントリ調査を組

み合わせて実施する」ことが決まった。 これを受け、ハイパースペクトルセンサ固有

の森林の状況変化を捉える特性を鑑み、現地検証地域となっているカリマンタン島泥

炭湿地林を対象に衛星ハイパースペクトルデータによる手法構築研究を平成２３年

度から開始することとした。この研究では、ハイパースペクトルデータと森林の务化、

泥炭層の状況把握を目指して研究を進める予定である。 
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（補足）-――――――――――――――――――――――――――――― 

2009 年にコペンハーゲンで開催された COP15 において、「REDD 活動における方法論的ガイダンスに関する決

議（Decision on methodological guidance for REDD activities）」が採択された。同決議は方法論上のガイダンス

（methodological guidance）、キャパシティ・ビルディングに関するガイダンス（capacity-building）、REDD 活動をサ

ポートするにあたり必要な作業（further work）に言及している。また、森林参照レベルの設定に関する一般的なガ

イダンスを提示している。これらのレベルは、過去データを参照し、各国の事情に合わせて調整を行った上で透明

性をもって設定されるべきだとしている。 

  

同決議の方法論上のガイダンスの詳細は以下の通りである。 

・ 森林の破壊及び务化の要因（ドライバー）とその対策を特定する。 

・ 各国内において排出量の削減、炭素蓄積量の増加、また森林炭素ストックの安定に資する活動を特定する。 

・ 最新の IPCC ガイダンスおよびガイドラインを、森林に関連する温室効果ガ（GHG） 

排出量および蓄積量、また森林炭素ストック及び森林面積の変化の推定に適切に使用する。 

・ 確固かつ透明性の高い国家レベルの森林モニタリングシステムを、また適切な場合においては地方単位のシ

ステム（サブ・ナショナルシステム）を、国のモニタリングシテムの一環として構築する。リモートセンシングおよび地

上レベルの森林炭素インベントリ調査を組み合わせて実施する。 

・ モニタリングシステムによる推定値は、COP で合意された通り、透明性が高く、一貫性があり、可能な限り正確

で、不確実性を提言し、結果はレビューに適したものでなくてはならない。 

―－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

（２）エネルギー・鉱物資源関連情勢 

一方、エネルギー・鉱物資源関連情勢について、特に、２００９年、２０１０年にレア

メタル・レアアースの最大の輸出国である中国が輸出規制を行うとの正式発表があっ

たのを機に、世界のレアメタル・レアアース資源の確保にむけて、先進国の資源獲得

競争が激しくなった。 従って、資源の安定供給の機運が高まったことから、特にレア

メタル・レアアース等を含む金属鉱床に対して、HISUI／ハイパースペクトルセンサは、

マルチスペクトルセンサでは区別出来なかった希尐金属や金属鉱床に見られる粘土

鉱物等に対して、高精度の連続スペクトル分解能を有する特徴を活かした高精度な

鉱物識別が期待されているため、研究開発を進めることとなった。 

 

（３）データ処理システムのコスト低減 

次世代地球観測衛星の地上系とくにデータ処理系システムは、コスト低減および信

頼性保持のためのクラウドを積極的に活用していくことになると予測される。一方で、

数ペタバイトにおよぶデータを保持するためのストレージ系システムでクラウドを利用

するかどうかは、AMAZON S3 のようなストレージ向けクラウドの価格動向が今後数

年間にどう変化するかに大きく依存する。実際の地上系にどこまでクラウドを採用す

るかは、次世代地球観測衛星の打ち上げ時期、およびその時までのクラウド利用の

市場価格動向および技術の成熟度を見極めながら判断していく必要がある。 
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（４）平成２０年度の中間評価への対応状況 

【問題・改善すべき点】 

●センサ性能としての開発目標は良いが、その利用価値（付加価値情報の抽出技術）

の観点からの目標設定が曖昧な恐れがあり、本技術の確立を実利用に確実に結び

付けるためにも、ニーズの把握に一層注力すべきである。 

（対応） 

平成２０年９月に、ハイパースペクトルデータ利用事業者による「ハイパースペクト

ルデータ利用及びデータ配付に関するユーザ懇談会」を開催し、ニーズの把握に努

めた。また、平成２２年度には基幹ユーザとして想定される独立行政法人石油・天然

ガス・金属鉱物資源機構に対するヒアリング調査を行い、ニーズの把握を行った。今

後は、当該分野以外の研究者や実務利用者へのヒアリング調査を実施し、より高品

質な情報を得ることが必要である。参加ユーザ：石油資源探鉱事業者、農業生産・管

理者、航空測量事業者、環境コンサルタント、森林事業者、沿岸環境管理者、安全保

障関係者、衛星データ配布事業者 

 

●エンドユーザが必ずしも明確になっていない。研究としては魅力があっても、実用

にどれだけ役立つかはエンドユーザーに依存する。たとえば、「茶の摘採適期予測」

は農家のノウハウを持たない工場生産を意識したものか？ あるいは商品市場の先

物取引業者などへの情報提供を行うのか？ 

（対応） 

最終的なビジネスモデルは、データ配布者が民間となる場合や衛星データを利活

用するコンサル会社等民間会社が決めるものではあるが、実利用化技術研究開発

の成果・ノウハウは積極的に民間に開示してビジネス支援をしている。現状では研究

開発のテーマを決定する際にも民間企業とともにビジネスモデルを想定したテーマを

「実利用化技術研究」として進めている。 

「茶の摘採適期予測」については、茶業研究センターおよび茶業関係者への成果

の報告およびヒアリングの結果、現場での茶葉の摘採計画策定に非常に有効である

との評価を得た。生育段階推定誤差は摘採日に換算すると3日内に納まっている。摘

採をする現場から求められている誤差は1週間以内であるため、十分に実利用可能

との評価を得た。解析結果のユーザは、地方自治体、生産者グループ、飲料メーカー

が挙げられている。 

１）地方自治体：衛星が打ち上げられれば、従来の生育状況調査法を補完するも

のと期待され、自治体における茶業管理への貢献が期待できる。 

２）生産者グループ：圃場ごとに適切な摘採計画が立てられるため高品質な茶を多

く生産可能となりブランド力の向上、収入の向上が期待されている。 

３）飲料メーカー：日本国内および海外で広域な茶樹のプランテーションを管理して

いる。各圃場を最適なタイミングで摘採する事を可能にするため、効率的な摘
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採および製品としてのお茶の品質の均一性の保持、等への効果が期待されて

いる。 

生育段階と茶葉の品質とを区別できる可能性を示したため、真に高品質な茶葉を

生産する圃場を特定できる事が期待される。このため高品質な茶葉を選択的に摘採

する事を可能にし、高品質という付加価値を望む生産者に貢献できる。 

 

●研究開発から実利用におけるビジネス支援体制の構築が必要である。 

１） ハイパースペクトルデータ供給のための安定的な運用についての検討 

２） 各種実利用分野におけるデータ生成から利用に至るワンストップサービス支援

体制の検討 

３） 広域性及びリアルタイム性が要求される利用分野におけるワンストップサービ

ス体制の検討 

４） ハイパースペクトル、マルチスペクトル、SARデータの融合化のためのデータ標

準化の検討 

５） ユーザが必要とするデータ供給の頻度やタイミング、品質管理、利用のための

コンサルテーション支援のためのビジネスモデルの検討 

 

 

（対応） 

平成２２年度より地上データ処理システムの検討やHISUIの長期運用計画・短期運

用計画システムの検討を開始し、ユーザからの要望が反映されるよう配慮するととも

に、安定的に運用可能なように技術的な制約について最適化した形で示すことが出

来るシステム開発を目標としている。一方、宇宙開発戦略本部では、衛星データ利用

促進プラットホームの検討が始まっており、ＨＩＳＵＩのデータ形式や地上データ処理シ

テムを国際標準に準拠する形式で構築する検討を始めていることから、衛星データ

利用促進プラットホームと協調する予定であり、ワンストップサービス体制、支援にも

十分対応可能であると考えている。 

 

●一般に衛星観測は植生のように微妙な変化のタイミングを適切に捉えることは不

得手である。このための高頻度観測（小型衛星など）を視野に入れた計測手段を今後

の計画で考えることが望ましい。 

（対応） 

ドイツやイタリア等海外のハイパー衛星データの運用機関と相互協力が可能となる

よう、関係機関と調整を既に始めている。具体的には、ドイツDLRと平成２２年６月に

TV会議にて、（平成２３年９月にはDLRを訪問し、）日独相互の協力可能性について

協議を行い、今後継続することで合意している。 
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●資料を見る限りでは開発した利用技術の事業化についての道筋が不明である。今

後の研究開発の中で、具体化させていってもらいたい。 

（対応） 

事業化が可能となるような基盤技術を進めることが本プロジェクト目的であり、事業

化の道筋については、今後の配布体制の方針決定後、速やかに行う必要があると考

えている。現段階での事業化のシナリオを参照して下さい。 

 

●マルチスペクトルセンサのように先行する国外プロジェクトで解析手法が公開され

ているものと異なり、ハイパースペクトルの解析は独自に実施しなければならず、困

難な面がある。評価期間においては研究の容易な農業分野での解析が中心であっ

たが、当然これは資源探査分野に応用されるべききものであり、また、今後応用が期

待できる防衛分野へ展開できるように配慮していただきたい。 

（対応） 

 宇宙産業プログラムに係る施策・事業評価の概要（平成２１年６月２４日経済産業省

宇宙産業室（第２８回評価小委員会補足資料－２））にて以下のとおり回答済み。 

 ・平成２１年度より、資源探査分野での実利用に向けた研究開発を実施している。な

お、安全保障分野での開発については、宇宙開発戦略本部の下で今後検討されると

認識している。 

 

平成２１、２２年度における資源探査分野の研究開発は６件実施した。また、「資

源・エネルギー分野におけるハイパースペクトルデータ利用技術の動向調査」を行い、

レアアース鉱物に対するハイパースペクトルデータを用いた適用可能性についても検

討している。 

一方、安全保障分野については、上述のように対象外とした。 
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Ｈ 太陽光発電無線送受電技術研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 

三菱重工業株式会社 

株式会社三菱総合研究所 
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１－Ｈ 施策の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｈ 施策の目的 

太陽光発電は、ＣＯ2 の排出が尐ないクリーンエネルギーであり、かつ、資源制約

が尐ない国産エネルギーであること、または、石油依存低減に資する石油代替エネ

ルギーとしてその導入が進められてきたところであるが、エネルギーの安定供給の

確保、地球環境問題等への対応の観点から、より一層その導入拡大を図ることが重

要となっており、さらに、世界全体の温室効果ガスの排出を 2050 年までに半減する

といった低炭素社会を実現するためには、長期的に抜本的な対策を講じることが必

要である。 

 こうした状況の中、宇宙太陽光発電システムは、発電時の温室効果ガスの排出が

なく、地上太陽光発電と異なり昼夜・天候に左右されることなく発電が可能であるこ

とから、将来の新エネルギーシステムとしてその実現が期待されているところである

が、実用化に至るまでに長期的な開発努力と技術の段階的実証を要することから、

本事業では、将来の新エネルギーシステムとして期待される宇宙太陽光発電システ

ムの中核技術であるマイクロ波による無線送受電技術について、安全性や効率性

の確保に不可欠な精密ビーム制御技術の研究開発を実施し当該技術を確立するこ

とにより、宇宙太陽光発電システムの実現並びにエネルギー源の多様化に資するこ

とを目的とする。 

 

１－２－Ｈ 政策的位置付け 

宇宙太陽光発電システムを実現するため、経済産業省では技術戦略マップを策

定し、これに基づき取り組みを実施中である。（図１－２－Ｈ－１） 

 

関連する閣議決定等における位置づけを以下に示す。 

 

○エネルギー基本計画（平成 22 年 6 月閣議決定）抜粋 

宇宙太陽光利用など、実用化に至るまでに長期的な開発努力と技術の段階的実

証を要するものの、将来のエネルギー供給源の選択肢となる可能性を有している研

究開発課題については、技術の成熟度やエネルギー技術上の重要政策との関係を

総合的に考慮しつつ、長期的視野に立ち必要な取組や検討を進めることとされてい

る。 

○宇宙基本計画（平成 21 年 6 月宇宙開発戦略本部決定）抜粋 

宇宙太陽光発電について、関係機関が連携し、総合的な観点からシステム検討を

実施する。並行して、エネルギー伝送技術について地上技術実証を進める。その結

果を踏まえ、十分な検討を行い、3 年程度を目途に、大気圏での影響やシステム的

な確認を行うため、「きぼう」や小型衛星を活用した軌道上実証に着手する。 
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○環境エネルギー技術革新計画（平成 20 年５月総合科学技術会議決定）抜粋 

 化石燃料に依存しない大規模なエネルギー源である宇宙太陽光発電等の技術開

発に長期的観点から取り組む。 

 

 

図１－２－Ｈ－１ 宇宙分野の技術ロードマップ（エネルギー利用分野） 

 

１－３－Ｈ 国の関与の必要性 

 宇宙太陽光発電システムの実現には、先端的な半導体技術から高信頼性が求め

られる宇宙技術に至るまで、多岐にわたる専門技術と長期の取組が必要であり、民

間企業だけで研究開発や技術実証を行うことは困難であることから、我が国の英知

を集結して、政府が主導的に研究開発や技術実証を進めていくことが必要不可欠で

ある。また、宇宙太陽光発電システムは、将来の新エネルギーシステムとなる可能

性を有していることから、エネルギー政策を所管する経済産業省が我が国の宇宙機

関である独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）などと連携・協力し、研究開

発や技術実証を進める必要がある。 
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２－Ｈ 研究開発目標 

２－１－Ｈ 研究開発目標 

本研究開発は、将来の新エネルギーとしての宇宙太陽光発電システム（ＳＳＰＳ：

Space Solar Power System）の実現に向け、その中核的技術であるマイクロ波による

無線送受電技術を確立することを目標とする。 

 

太陽光発電は石油代替エネルギーとして導入が進められてきているが、エネルギ

ーの安定供給の確保、地球環境問題への対応等の観点から、更なる導入拡大が重

要となっている。さらに、世界規模の低炭素社会を実現のための抜本的な対策の一

つとして、昼夜や天候に左右されることなく発電が可能な宇宙太陽光発電システムの

実現が期待されている。 

 

２００９年６月の内閣府宇宙開発戦略本部決定の宇宙基本計画においても、宇宙

太陽光発電研究開発は、「国民生活の向上と国際貢献を目指して、実現すべき具体

的なプログラム」の一つとして「今後１０年程度の目標に対応する推進すべきプログラ

ム」として位置付けられている。また、当面５年間の計画として、「エネルギー伝送技

術について地上技術実証を進める」こととされている。 

 

本研究開発では、マイクロ波によるエネルギー送受電技術の確立に向け、高効

率・軽量薄型・高精度を実現するための個別要素技術を獲得し、送電系・ビーム方向

制御系・受電系をトータルに考えたシステム実証を行うことを目的としている。 

 

本研究開発の実施体制は５－２－Ｈ項で述べるとおりであるが、その区分はおよ

そ表２－１－Ｈ－１のとおりである。 

表 2-1-Ｈ-1 太陽光発電無線送受電技術研究開発 

実施内容 実施担当 

マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発* 

・全体システムの研究開発、トータルシステムによる試験実証の実施 

・送電系システムに関する要素技術研究と試験モデル送電部の開発 

・受電系システムに関する要素技術研究と試験モデル受電部の開発 

財団法人無人

宇宙実験シス

テム研究開発

機構(USEF) 

電送制御技術に関する研究開発 

・位置・角度補正法及び並列化法に関する研究開発 

三菱重工業 

株式会社

(MHI) 

無線送受電技術研究開発支援業務 

・マイクロ波電力伝送試験候補地に関する調査 

・宇宙太陽光発電関連研究に関する調査 

株式会社 三

菱総合研究所

(MRI) 

*ビーム方向制御部に関する事項は独立行政法人宇宙航空研究開発機構が連携/協力して実施 
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また、図 2-1-Ｈ-1 は本研究開発の主体となっている財団法人無人宇宙実験システ

ム研究開機構が提案する、将来実用化 SSPS の構想図である。 

 

 

 

図 2-1-Ｈ-1 将来実用化 SSPS の構想図 
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２－２－Ｈ 全体の目標設定 

本研究開発の全体の目標を表 2-2-Ｈ-1 に示す。 

 

将来の宇宙太陽光発電システムの中核的技術であるマイクロ波無線送受電技術

の確立に向け、送電系・ビーム方向制御系・受電系をトータルに考えたマイクロ波送

受電技術の研究開発を行う。最終年度には試験モデルによるシステム実証を兼ねた

伝送試験を行う。 

 

表 2-2-Ｈ-1 全体の目標 

目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

総合システム： 
無線送受電技術の確立
に向け、送電系・ﾋﾞｰﾑ方

向制御系・受電系をトー
タルに考えた精密ビーム
制御マイクロ波送受電技
術の研究開発を行う。最
終年度には試験モデル
によるシステム実証を兼
ねた伝送試験を行う。 

マイクロ波電力伝送を構成
する送電部、受電部、ビー
ム方向制御部の技術開発

と、試験モデルの設計検討
を行い、機能や性能を明確
化し、さらに各部間のイン
タ フェース仕 様を 設定 す
る。 

将来 SSPS 用マイクロ波電
力伝送技術を念頭に、地
上実証課題や技術実現性

を考慮して課題を抽出して
研究開発を行う。また取り
組むべき技術に取り残しが
出ないよう、end-to-end の
送電実験を計画する。な
お、技術成果を高める為、
送電部、受電部、ビーム方
向制御部は、それぞれ専
門性の高い部署で担当さ

せる。 

送電部： 
将来の軌道上実証への
応用を考慮し、小型・薄
型・高効率化を志向した
半導体を使用し、複数の
送電モジュールによるフ
ェーズドアレイアンテナを
開発する。マイクロ波の
位相同期を図りつつ、キ
ロワット級のエネルギー
を 送 電 可 能 な も の と す

る。 

小型・薄型・高効率化の実
現に向けた技術要素の研
究開発に取り組み、その成
果を生かして試験モデル
送電部の基本仕様を設定
する。 
また、複数の送電モジュー
ル間のマイクロ波の位相
同期を図りつつ、キロワット
級のエネルギーを送電可
能なシステムの設計を行

う。 

商用 SSPS の送電部は宇
宙に設置された大量のア
ンテナパネルを組み合わ
せた巨大なシステムとなる
ので、小型化・薄型化・高
効率化が求められる。ま
た、通信用フェーズドアレイ
の域から脱するためにも送
電出力電力はキロワット級
とする。 
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目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

受電部： 
伝送されてくるマイクロ波を複
数の受電モジュールで受け、
効率よく電力として取り出す
整流アンテナ（レクテナ）を開
発する。あわせて変換効率の
高い整流素子（ダイオード）を
開発する。 

既存の市販ショットキーバ
リアダイオードを使用して、
送電部から送られるマイク
ロ波を受電し効率的に電
力合成して直流電力を出
力する試験モデル受電部
の基本仕様を設定する。 
また、高効率ダイオードの
技術開発に見通しを得る。 

伝送されるエネルギー
を測定するだけではな
く、再度電力に変換し
て高効率でとり出す技
術が求められる。また 
高効率化実現のため
の整流素子ダイオード
の技術開発が必要で
ある。 

ビーム方向制御部【参考】： 
将来の宇宙利用を念頭に、
高精度のビーム制御方式とし
て、ソフトウェアレトロディレク
ティブ方式（振幅モノパルス
方式）の研究開発に取り組
む。試験モデルでは受電電
力が最大となるよう、送電部
からのマイクロ波の位相を制
御する素子電界ベクトル回転
法（ＲＥＶ法）を採用する。 

 
 
 
 

（評価対象外） 

注）ビーム方向制御部
の研究開発は、独立
行政法人宇宙航空研
究開発機構が実施す
る。 
 
なお、下記のようにＪＡ
ＸＡの方法（ＲＥＶ法）と
は異なる手法について
も並行して検討する。 

送電制御技術： 
精密なビーム制御技術の研
究開発として、位置・角度補
正法（ＰＡＣ法）及び並列化法
による送電制御技術に取組
み、実現性や有効性を明らか
にする。 

位置・角度補正法（ＰＡＣ
法）及び並列化法につい
て、解析及び要素試作試
験を行ない、実現性や有
効性についての定量的な
検討評価を実施し、将来Ｓ
ＳＰＳへの適用見通しを得
る。 

超遠距離送電を行う
将来のＳＳＰＳを見据
えた精密なビーム制御
技術が求められる。複
数の技術から選択でき
る余地を確保しておく
必要がある。 

試験候補地調査： 
国内における屋内・外の試験
候補地調査を行い選定する。
また、マイクロ波電力伝送試
験実施に必要な課題を抽出
してその対応法を見出す。 

屋内及び屋外試験候補地
について、選定時に評価す
べき要件を明らかにしたう
えで試験候補地を調査し、
数か所に絞り込む。 

試験作業を円滑に遂
行するための周辺作
業の実施が本研究開
発の成否に大きく寄与
する。 

関連技術調査： 
本研究開発と密接に関連す
る国内外の研究動向につい
て明らかにする。 

国内外の研究開発動向や
関連技術に関する研究動
向の現状を調査してまとめ
る。 

本研究開発に関連す
る技術情報や動向を
広く収集し、必要に応
じて本研究開発計画
に反映する。 
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本研究開発を通じてマイクロ波による無線送受電技術の確立を目指すにあたり、

表 2-2-Ｈ-2 に示すコンセプトを取り上げた。 

 

●技術的に新しい一歩（世界で初めて） 

●軌道上実証実験に技術的につながる試作 

 

マイクロ波による電力伝送についての技術検討は数十年前からなされているが、

過去に行われた実験などを見ても、マグネトロンやクライストロンをマイクロ波発生源

としてパラボラアンテナを使って送電しているのが多い。技術的なブレークスルーを通

して技術の確立に努めている。 

 

１） マイクロ波ビーム方向を任意に制御可能な半導体増幅器を使用したフェーズド

アレイアンテナ。キロワット級電力伝送技術で、かつ受電方向からの信号に基

づく精密方向制御を組み込んだ電力送電は世界初。 

２）半導体増幅器自体にも、窒化ガリウムを基板にしてＦ級増幅回路技術を採用し

た、電力付加効率で世界最高水準の素子を適用した送電用サブアレイアンテ

ナ。 

３）システムの小型化を指向して送電周波数に 5.8GHz を適用し、かつ回路構成を

工夫した薄型送電用サブアレイアンテナ。従来実績の約 1/10 程度の画期的な

薄さ。 

４）窒化ガリウムを基板に採用したRF-DC変換効率８０％以上の素子（ダイオード）。

世界最高水準の効率。 
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２－３－Ｈ 個別要素技術の目標設定 

前項の目標を達成する上で必要な個別要素技術の達成目標を表 2-3-Ｈ-1 に示

す。 

表 2-3-Ｈ-1 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

高効率薄
型送電部
の開発 

(1)送電効率 
主アンプ等に GaN 素子を
利用した F 級増幅器を使
用して増幅器単体で 60%
以上、及び送電部として
の効率は 30%以上の送電
システムを実現する。 

(1)送電効率 
研究レベルの高効率
F 級増幅器の効率を
低下させることなくメ
タルパッケージ化し、
回路定数等を調整す
ることにより、増幅器
単体効率 60%以上、
送電部効率 30%以上
の達成について見通
しを得る。 

研 究 室 レ ベ ル の
State-of-the–Art
技 術を 効率を 落と
す こ と な く 適 用 す
る。 

(2)薄型軽量化 
送電モジュールは薄型化
および高効率化に適した
アクティブ集積アンテナ
(AIA)で構成し、その厚み
は 40mm 以下とする。 

(2)薄型軽量化 
通 常 の基 板 構 造 概
念にとらわれない方
式を検討し、実現に
必要な構成部品の実
現性に目途を付けて
送 電 モ ジ ュ ー ル 厚
40mm 以下の達成に
ついて見通しを得る。 

厚みを追求した研
究事例は無く、既存
概念での想定厚さ
(実力値 )は 300～
400mm と考えられる
ことから、１桁小さな
目標値を設定して
取り組む。 

高効率受
電用整流
ダ イ オ ー
ドの開発 

(1) 高効率受電整流素子 
任意の電力レベルのマイ
クロ波を整流するダイオ
ードの設計手法及び製作
技術を取得するとともに、
電力伝送試験時相当の
電力束密度に適した高効
率整流ダイオードを試作
する。半導体には GaＮ等
を利用し、RF-DC 変換効
率は 80%を目標とする。 

GaＮ半導体等を利用
した高効率整流ダイ
オードの設計手法を
検討し、予備的な試
作 を 行 う こ と で
RF-DC 変換効率 80%
以上の達成について
見通しを得る。 

システムの要求に
応じた受電電力設
定に対応でき、かつ
世界最高水準の効
率の整流ダイオード
を 設 計 製作 できる
技術を培う。 

位 置 ・ 角
度補正法
(PAC 法 )
及び並列
化 法 によ
る送電制
御技術 

(1) 送電制御技術 
実用システムの送電制御
技術として PAC 法及び並
列化法が有効であること
を見極め、実現のための
基本技術を確立する。有
効性の目安としては、伝
送効率低下量 1%以下、
不要波発生ﾚﾍﾞﾙ 0.3W/㎡
以下を目標とする。 

解析により有効性の
確認を行う。また、各
方 式 に つ い て 研 究
し、解析及び要素試
作試験による確認を
進め、実現性の見通
しを得る。 

 

有効性目標設定根
拠は以下の通りで
ある。 
・ 経 済 性 を 考 慮 し
て、伝送効率のノミ
ナル値から 1%レベ
ルを許容低下量とし
た。 
・航空機の EMC 基
準(0.3W/m2)とした。 
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３－Ｈ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｈ 成果 

３－１－１－Ｈ 全体成果 

 本研究開発は平成２１年９月に開始され、今回の中間時点での評価対象は、実

質１．５か年分の事業内容と成果である。 

初年度(平成２１年度)には、本研究開発で扱う技術仕様の設定と作業計画の設定

を行った。また、これらに基づき、具体的な設計検討作業、解析作業、調査作業を開

始し、３－１－２－Ｈ項以降に示す個別要素技術についても検討を開始した。翌平成

２２年度では、前年度作業を踏まえ、本格的な作業に取り組んでいるところである。 

 

なお、これらの作業については専門学識経験者による技術委員会を組織し、技術

内容を中心に評価と助言を頂き、作業に反映している。 

 

具体的な成果については、以降、以下の順で述べる。 

（１）マイクロ波電力伝送試験モデル 

  ①中間成果の概要 

  ②マイクロ波無線送受電システムの概要 

  ③送電部及び受電部の主要緒元 

  ④各部間のインタフェース 

（２）マイクロ波電力伝送試験 

  ①中間成果の概要 

  ②電力伝送試験コンフィギュレーション 

  ③マイクロ波電力伝送試験候補地の要件 

（３）無線送受電技術研究開発支援業務 

  ①マイクロ波電力伝送試験候補地に関する調査 

  ②宇宙太陽光発電関連研究に関する調査 

  ③その他関連技術に関する調査 
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（１）マイクロ波電力伝送試験モデル 

 

① 中間成果の概要 

マイクロ波電力試験モデルの概要は次項（②項）に述べるとおりである。 

試験モデルの技術仕様、試験モデルを構成する各部間のインタフェース仕様を明

らかにし、要素技術の研究開発中間成果をフィードバックして更新設定した。 

本研究開発の中間時点における成果の概要を表 3-1-1-Ｈ-1 に示す。 

 

表 3-1-1-Ｈ-1 中間成果の概要 

 平成２１年度 平成２２年度 

全 体 シ

ステム 

マイクロ波電力伝送試験モデルの

予備設計を行い、本研究開発の目

標を達成するためのシステム要求

仕様を定め、合わせてプログラム

計画などを明らかにし、以下の文

書にまとめた。 

・基本計画書 

・技術要求書 

・開発計画書 

・開発仕様書（システム） 

マイクロ波電力伝送試験モデルの

基本設計に着手した。基本設計で

は、単年度予算及び総予算低減の

必要性から試験モデルおよび試験

規模の縮小見直しを行い開発仕様

書他を更新した。また各部間のイン

タフェースを明らかにし、以下の文

書にまとめた。 

・インタフェース管理仕様書 

送電部 技術要求書に基づき、送電部サブ

システムの予備設計を行い、送電

部を構成する機器の機能・性能に

ついて検討し、開発仕様を明らか

にし、以下の文書にまとめた。 

・送電部開発仕様書 

送電部サブシステムの基本設計に

着手し、ハイパワーアンプ、垂直給

電回路、排熱治具、アンテナに関

する設計及び要素試作評価を行っ

た。その評価内容を反映して送電

部の設計仕様を明らかにし、開発

仕様書を更新した。 

受電部 技術要求書に基づき、受電部サブ

システムの予備設計を行い、受電

部を構成する機器の機能・性能に

ついて検討し、開発仕様を明らか

にし、以下の文書にまとめた。 

・受電部開発仕様書 

受電部サブシステムの基本設計に

着手し、受電用アンテナ配置やレク

テナ構成要素（受電整流素子）の

最適化に関する検討を行った。受

電部の設計仕様を明らかにし、開

発仕様書を更新した。 
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②マイクロ波無線送受電システムの概要 

本研究開発では、マイクロ波電力伝送試験モデル（以下、試験モデル）を試作し、

それを使用して電力伝送試験を行う。試験モデルは、送電部、ビーム方向制御部、受

電部から構成される。 

 

 送電部は軽量薄型のマイクロ波フェーズドアレイアンテナで構成され、電気エネ

ルギーを高効率でマイクロ波に変換する。 

 受電部は、複数のモジュールで構成され、空間を伝播してきたマイクロ波を安定

的かつ効率的に電気エネルギーに変換する。 

 ビーム方向制御部は、マイクロ波が送電部から受電部に向けて精度よく送られ

るよう、ソフトウェアレトロディレクティブ機能、REV 機能（素子電界ベクトル回転

法）などで実現するマイクロ波ビーム制御を行う。（なお、このビーム方向制御部

の研究開発は独立行政法人宇宙航空研究開発機構が実施する。） 

  

試験モデルの概念を図 3-1-1-Ｈ-1 に示す。 

 

 
図 3-1-1-Ｈ-1 マイクロ波電力伝送試験モデル概念図 
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試験モデルのシステム構成ツリーを図 3-1-1-Ｈ-2 に示す。 

 

　　  ①

マイクロ波電力伝送試験モデル －受　電　部
－受電パネル

－送　電　部 －受電モジュール
－送電パネル - レクテナ点検装置

－送電モジュール - 受電モジュール点検装置
－サブアレイ －パネル構造体

－アンテナ
－HPA モジュール －受電パネル架台
－分配回路 －レクテナ制御ユニット

－蓄電池ユニット
－分配器 －受電部制御監視ユニット
－初段HPAモジュール
－電源・制御信号分配回路 －受電部試験設備
－制御電源カード －送受信ユニット
－源振統制スレーブ機 －受電部遠隔操作ユニット

－周波数逓倍器 －電力分配ユニット

－送電モジュール構造体 －受電部用電源
－排熱構造
－送電モジュール調整冶具 －ビーム方向制御部

－受電部側装置
－源振統制マスター機 －パイロット信号送信部

－基準信号発振器 －送電マイクロ波モニタアンテナ
－位相同期発振器 －パイロット信号送信アンテナ
－信号分配回路 －アンテナ

－分配器
－送電パネル支持構造 －REV系制御架

－REV制御器
－送電部試験治具 －変調器

－ビーム方向制御装置I/F治具（TBD） －周波数変換器（U/C）
－試験用ケーブル －U/C用電源

－屋内試験用ケーブル
－屋外試験用ケーブル －送電部側装置

－測定機（TBD） －パイロット信号受信部
－パイロット信号受信アンテナ

－モノパルスアンテナ
－送電部用電源 －給電回路

－送電DC主電源 －周波数変換器（D/C）
－制御用電源 －ビーム制御架

　　  ① －追尾受信機
－復調器
－CPUカード

－ビーム方向制御部試験治具
－ベクトルネットワークアナライザ
－信号分配回路
－保守用計算機
－試験用電源I/F治具（TBD)
－試験用支持構造  

 

図 3-1-1-Ｈ-2 システム構成ツリー 
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また、マイクロ波電力伝送試験モデルのシステムブロック図を図 3-1-1-Ｈ-3 に、シ

ステム系統図を図 3-1-1-Ｈ-4 に示す。 

 

 

図 3-1-1-Ｈ-3 マイクロ波電力伝送試験モデル システムブロック図 

 

 

受電モジュール
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ＢＦＮ

増幅器移相器

制御部

復調器
追尾

受信機
周波数変調器 パイロット信号受信アンテナ 復調器周波数変調器パイロット信号送信アンテナ

ＲＥＶ制御器
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アンテナ
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送電部

ビーム方向制御部

電力モニタ

アンテナ
モニタ回路

整流回路

送受信ユニッ

ト

源振統制

スレーブ機能

電力分配

ユニット

受電部遠隔操

作ユニット

レクテナ

制御ユニット

蓄電池
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受電部制御
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図 3-1-1-Ｈ-4 マイクロ波電力伝送試験モデル システム系統図 
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③送電部および受電部の主要諸元 

送電部および受電部の主要諸元を表 3-1-1-Ｈ-2～3-1-1-Ｈ-3 に示す。 

参考として、ビーム方向制御部の主要諸元を表 3-1-1-Ｈ-4 に示す。 

 

表 3-1-1-Ｈ-2 送電部主要諸元 

項 目 主要諸元 

使用周波数 5.8GHｚ±75MHz（円偏波） 

システム構成 4 モジュール構成 

モジュールサイズ 約 0.6m×0.6m 

ビーム拡がり角 全システムで約３度のビーム形成(-3dB ビーム幅) 

モジュール重量 19kg 以下 

モジュール間の接続

方法 

手動で±10 度(縦方向のみ)可動な接続方法 

モジュール支持方法 ４枚の送電モジュールを支持し自立可能な枠構造とする。 

（晴天時における屋外でのマイクロ波電力伝送試験を想定した設

計とする） 

送電出力 400W 以上／モジュール 

1,600W 以上／システム（４モジュール） 

別途、低出力モードを持つこと 

アンテナ素子間隔 0.65 波長±0.02 波長(λ )(33.6mm±1mm)λ は中心周波数に対応 

マイクロ波増幅器効率 60%以上 

移相器 5bit (MMIC 移相器) 

運用時間 1 分間以上（送電出力 400W/モジュールの高出力モードにおいて) 

送電部総合効率 30%以上 

基準信号の配信 有線配信 

アンテナ素子数 300 素子以上／モジュール。中心部にビーム方向制御部用にアン

テナ 20 素子分の設置スペースを確保する。 

マイクロ波増幅器個数 76 個以上／モジュールとして、１増幅器で４素子アンテナに給電

する 

サブアレイ厚さ サブアレイ厚さ： 40mm 以下 

排熱構造 送電部とは別構造の排熱構造を設置し、熱対策とする。 
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表 3-1-1-Ｈ-3 受電部主要諸元 

項目 主要諸元 

受電パネルサイズ 受電パネル：約2.5×2.5m  円状配列 

(晴天時における屋外マイクロ波電力伝送試験を想定した設計) 

受電パネル枚数 １枚(受電パネルは、３７個の受電モジュールで構成) 

受 電パネル支持 方

法 

受電パネルを支持し自立可能な架台を設ける(角度調整機能、可

搬機能) 

ダイオード ショットキーバリアダイオード 

RF-DC 変換効率 ・50%以上（アンテナ～レクテナ制御装置出力） 

・80%以上（改良型ダイオード） 

電磁再放射抑制 受電パネルで発生する高調波再放射を抑制する 

自動点検計測機能 受電パネルの点検を短時間で行う自動点検計測機能を有する。 

 

表 3-1-1-Ｈ-4 ビーム方向制御部主要諸元（参考：JAXA 担当） 

項 目 主要諸元 

レトロディレクティブ方

式 

ソフトウェアレトロ方式に属する振幅モノパルス方式を使用。 

ビーム方向制御方式としては、素子電界ベクトル回転法（ＲＥＶ法）

を使用する。 

ビーム制御精度 伝送距離 10ｍ以上で角度精度 0.5 度 rms を目標とする。 

(rms：二乗平均平方根) 

 

 

④各部間のインタフェース 

マイクロ波電力伝送試験モデルの送電部、受電部、ビーム方向制御部間のインタ

フェース仕様についての検討を実施した。主な内容は表 3-1-1-Ｈ-5 のとおりである。 

これらのインタフェースの定義や技術仕様を詳細化し、インタフェース管理仕様書

（ICD）としてまとめた。 

表 3-1-1-Ｈ-5 各部間のインタフェース概要 

インタフェース 内 容 

送電部～受電部 主にマイクロ波の周波数、偏波、受電パネル部での電力束密

度分布及びビームパターンである。 

送電部～ 

ビーム方向制御部 

パイロット信号受信アンテナの送電モジュールへの物理的な

取り付けに関するインタフェースの他、アンテナアレイ位相制

御信号の受け渡しなどがある。 

受電部～ 

ビーム方向制御部 

パイロット信号送信アンテナの受電パネルへの物理的な取り

付けに関するインタフェースの他、マイクロ波受電強度レベル

情報の受け渡しなどがある。 
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（２）マイクロ波電力伝送試験 

①中間成果の概要 

  試験モデルを使用した電力伝送実験の基本構想を検討して、実験規模や実験が

必要とする要求条件などを明らかにした。 

実験規模は、送電電力１．６ｋＷ、送電距離５０ｍとした。 

 

本研究開発の中間時点における成果の概要は表 3-1-1-Ｈ-6 の通り。 

 

表 3-1-1-Ｈ-6 中間成果の概要 

 平成２１年度 平成２２年度 

マイクロ波電力伝送試験 マイクロ波電力伝送試験

モデルを用いた電力伝送

試験について、基本構想

の検討を行った。 

また、試験候補地に望ま

れる試験場の広さや必要

とされるインフラやリソー

スなどの要件ついてまと

めた。 

平成２１年度の検討結果

を踏まえ、試験構想や電

力要求などの具体化検討

を行い、試験場所に望ま

れる条件の更新を行い試

験 候 補 地 の 選 定 に供 し

た。 

 

 

②試験規模の検討 

表 3-1-1-Ｈ-2 に示す主要諸元をもつ送電部が形成するマイクロ波ビームの中心

部の電力束密度分布と伝送距離との関係、特定距離における電力束密度分布を図

3-1-1-Ｈ-5～3-1-1-Ｈ-6 に示す。 

これら図より、送電距離が長くなるほど中心部の電力束密度は低下し、ビームは

広がる。予備設計時においては、送電電力 2.8kW、送電距離 100m を考えていたが、

平成２２年度の予算縮小対応検討の結果、送電能力を 1.6kW とし、フェーズドアレイ

開口形状も、1.8mx1.8m から 1.2mx1.2m に見直したことから、送電部から送出されるビ

ームの特性の再検討を行った。また、受電部の中心部の電力束密度が予備設計時と

同じ約 330W/m2 となるように、送電距離を 50m に見直した。 

 

図 3-1-1-Ｈ-7 は送電距離と受電面積との関係（1.2mx1.2m のフェーズドアレイから

1.6kW が送電された時の電力照射率）を示す。1.6kW 以上のマイクロ波を送電部から

送り、50ｍ程度の距離を隔てた受電パネル（2.5m 径）で受け、最終的に約 350W 程度

の電力を取り出せる見通しである。 
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図 3-1-1-Ｈ-5 電力束密度変化 
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図 3-1-1-Ｈ-6 面内電力束密度分布 

 

図 3-1-1-Ｈ-7 受電面への電力照射率 
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② 電力伝送試験コンフィギュレーション 

本研究開発の最終時期に実施を計画している電力伝送試験では、マイクロ波電力

伝送試験モデルを使用し、複数送電モジュールの協調動作試験（4 枚の各送電モジ

ュールから発生するマイクロ波の位相を合わせ、その結果、最大の電力が得られるこ

とを確認する試験）を実施し、伝送距離 50m 程度において無線送受電システムとして

の性能確認を行う。試験は地上実証の意味合いも含める 

 

試験実施に当たって留意すべき事項として、以下を検討した。 

 技術面： パイロット信号のマルチパス防止、すなわち、地上での反射波の 

影響を除くため、送電部あるいは受電部を地面から離して設置する。 

 法制面： 電波管理法、電波防護指針などの法令を遵守する。 

 

 

図 3-1-1-Ｈ-8 は、斜め設置案のイメージである。 

 

 

図 3-1-1-Ｈ-8 試験コンフィギュレーション例 
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マイクロ波電力伝送試験候補地の要件 

マイクロ波電力伝送試験モデルを用いた電力伝送試験について、基本構想の検

討を行うとともに、その過程で明らかになった試験候補地に望まれる条件等について

整理し、選定作業に供した。 

表 3-1-1-Ｈ-7 に現状での試験に係る設定条件および試験候補地に望まれる要件

を示す。 

 

表 3-1-1-Ｈ-7 マイクロ波電力伝送試験候補地の要件（暫定値） 

（要件欄の●は、候補地選定に係わる項目を示す。） 

要件 項 目 設定条件 

 送電部大きさ 1.2m×1.2m（0.6m×0.6m モジュール 4 枚） 

 送電部重量 2,100kg 

 受電部大きさ 受電パネル 2.5m×2.5m  

 受電部重量 1,500kg 

 送電部出力電力 1,600W 以上（400W/モジュール×4） 

 送電距離 50m 程度 

 中心部電力密度 電力束密度 330W/m2=33mW/cm2（最大値＠50m） 

 受電部取出し電力 350W 程度 

 マイクロ波周波数 5.8GHz±75MHz、（右旋円偏波） 

 パイロット信号周波数 2.45GHz 

 
源振統制周波数 1.16GHz（送電パネルへの基準信号(源振)の配信は有

線で行う。） 

 

デモンストレーション ・視覚的にアピールする負荷 

・エネルギー伝送が理解できる負荷 

の 2 種類を想定する。 

 技術データ取得 TBD（ビームパターン等） 

 運用時間 定常状態で 10 分間（暖気時間 TBD） 

● 試験時 天候 晴天または曇り時（雤天等の悪天候除く） 

● 試験時 風速 平均風速 3.0m/sec 以下（注 1） 

● 
試験時 温度 3～20℃（約 2 時間の試験中の温度変動±3℃以内）

(注 1) 

● 試験時 湿度 10～90%RH 

● 
電波環境 周辺に電波ノイズ源が尐ないこと。 

電波を利用する設備が尐ないこと。 

● 

試験 

コンフィギュレーション 

 

送電部と受電部は斜めに配置。（注 2） 
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● 

安全性等 試験実施の規準を設ける（雤天や強風時は避ける）。 

また、必要に応じ器材の防護用テントなど設ける。 

マイクロ波の取扱いに関しては法令を遵守する(電波管

理法、電波防護指針など)。 

 試験場設備等  

●  試験エリア面積 TBD 

●  電源 周波数 50/60Hz 

 

AC 単相 100V 送電部：80A 程度、受電部：20A 程度 

AC 三相 200V 

（デルタ結線） 

送電部：30A 程度、受電部：－ 

接地 A 種（第一種） 

● 上下水道 水冷設備は不要。 

● 

装置格納場所 雤露をしのげる場所で保管。 

温度環境 -10～20℃、湿環境度 5～95%RH（結露なき

こと） 

 その他  

● 
 宿泊施設 試験場の近くに宿泊施設があり、交通の便が良いこ

と。 

●  インターネット環境 インターネットのインフラが利用できることが望ましい。 

●  公共対策 近隣住民の理解が得られること。 

 

（注） 

(1)温度や風速の条件が、機器の性能に大きく影響する。装置を防護用テント等で囲

う場合は、条件が緩和される。 

(2)上方に向けての送電の場合、航空機への影響等、電波法上の課題の有無要検

討。 

(3)大電力を扱うので十分な電源設備や設置の設備が備わっていることが重要であ

る。 

(4)悪天候時を考えた場合、雤露を凌げるシェルター等に退避する必要があり、十分

なスペースとプレハブやシェルターなどの設備が備わっている場所であることが

望ましい。 
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（３）無線送受電技術研究開発支援業務 

本研究開発の支援的な業務として以下の２つの調査を行った。 

 マイクロ波電力伝送試験候補地に関する調査 

 主要成果）候補地を調査し、JAXA 種子島宇宙センターと三菱電機赤穂工場を

試験候補地として選定した。 

 宇宙太陽光発電関連研究に関する調査 

    主要成果）国内外の関連技術動向を調査した。海外では、米国及び中国にマ

イクロ波 SSPS に関する動きがあり、動向を注目する必要がある。 

 

①マイクロ波電力伝送試験候補地に関する調査 

マイクロ波電力伝送試験を安全かつ効率的に実施するため、国内における屋内及

び屋外試験候補地について情報収集や現地調査を行い、適切な試験候補地を提案

するとともに、マイクロ波電力伝送試験の実現に必要な各種関係法令等に基づく手

続き、安全対策、試験候補地が所在する自治体及び周辺地域住民の理解・協力を得

るための方策等の課題抽出を行い、その対応方法を検討することを目的とした。 

 

国内の試験候補地について調査を行い表 3-1-1-Ｈ-7 の試験候補地の要件に照

らして評価し種子島宇宙センターと三菱電機赤穂工場がを選定した。なお、試験実施

時期は現時点で未確定のため、1 か所に試験場所を限定するより、複数の候補を残

しておき、試験実施時期確定時に、それらの候補から選定することとした。 

候補場所の調査結果を表 3-1-1-Ｈ-8～3-1-1-Ｈ-9 に示す。 
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表 3-1-1-Ｈ-8 調査結果概要（種子島宇宙センター） 

 

項 目 調査結果 

試験エリア面積 ・50m 以上の試験距離確保可能  注）ｾﾝﾀｰ内候補地は他にもあり 

（候補地 A：縦約 40m×横約 130m（約 5200 ㎡）） 

（候補地 B：縦約 30m×横約 130m（約 3900 ㎡）） 

・ただし、縦幅が狭いため土地制約を受ける可能性 

・その他、打上げ期間中は警戒区域内のため利用不可 

電源 隣接する建屋等から供給可能 

上下水道 隣接する建屋等から供給可能 

装置格納場所 隣接する建屋への格納が可能 

温度環境 年間を通じて温度環境を満足する。（最低 10℃～28℃程度） 

電波環境 周辺環境に影響を及ぼすものは特になし 

宿泊施設 ・種子島宇宙センター周辺（南種子町）の宿泊施設利用可能 

・センター最寄りの南種子町までは車で約 30 分の移動距離 

・センター内にはゲストハウスが設置（食堂利用可能） 

・センター最寄りの南種子町の食堂等も利用可能 

インターネット環境 JAXA から借用 

公共対策 ・両試験候補地の前方は公共の海岸となっており、サーフィン

等の利用客への対応として立ち入り禁止区域設定等の対策

を行う必要がある 

・試験候補地後方の広場も一般に開放されており、影響評価

や電波の伝送方向の調整等を実施する必要がある 

フォークリフト、 

クレーン 
JAXA 等から借用 

候補地概要 

(候補地 A:南側、 

 候補地 B:北側) 

（Google 地図） 
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表 3-1-1-Ｈ-9 調査結果概要（三菱電機赤穂工場） 

 

項 目 調査結果 

試験エリア面積 50m 以上の試験距離確保可能 

（縦約 120m×横約 100m（約 12000 ㎡）） 

電源 供給可能（最大 500kVA） 

上下水道 供給可能（隣接する建屋にトイレ設備等あり） 

装置格納場所 三菱電機赤穂工場内倉庫や近隣業者の仮設テント借用を想

定 

温度環境 年間を通じて温度環境を満たす。（平均気温 5℃～27℃） 

電波環境 ・北側約 3.5km の高速道路（赤穂 IC）ETC への影響考慮が必要 

・北方向の航空機の航行への考慮が必要 

・東側には黒崎播磨株式会社の赤穂工場が隣接、東側対岸

2km には関西電力の赤穂発電所（南赤穂変電所）が立地 

・隣接する第 3 試験場の試験との日程調整も必要 

・電波遮蔽用フェンスの反射の可能性も考慮する必要 

・斜め設置の場合静止衛星（放送衛星）方向の確認も必要 

宿泊施設 JR 播州赤穂駅周辺（1 駅 5 分）、赤穂御崎温泉、姫路駅等の宿

泊施設が利用可能 

インターネット環境 三菱電機赤穂工場のインターネット環境利用を想定 

公共対策 ・チラシ等による市役所、近隣住民への連絡が必要 

・その他、試験場近辺の家屋（北東方向約 150m）の居住状況

の確認が必要 

フォークリフト、 

クレーン 

近隣の業者から借用可能 

候補地概要 

 

（Yahoo 地図） 
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②宇宙太陽光発電関連研究に関する調査 

有意義かつ効果的に本研究開発を進めるにあたり、本研究開発以外の関連研究

の実施状況について把握することを目的として国内外の調査を行った。調査の結果、

技術的な情報交換や体制やスケジュールの見直し等を必要に応じて実施することも

考えてゆく。 

 

a) 国内の研究動向 

国内では、本研究開発の他には大学での要素技術を主眼にした研究開発以外に

目立った活動はない。国内の研究動向の状況を表 3-1-1-Ｈ-10 にまとめる。 

 

表 3-1-1-Ｈ-10 ＳＳＰＳ関連の国内研究動向 

分野 調査結果の概要 

シ ス

テ ム

関連 

全 般

状況 

国内では、本研究開発の他には大学での要素技術を主眼にした研

究開発以外に目立った活動はない。ただしレーザーについては

JAXA が太陽光直接励起型レーザーの研究開発を行っている。 

軽 量

シ ス

テム 

三菱重工業が商用 SSPS で課題とされる輸送単価を現状程度に抑

える代わりに SSPS の衛星重量を大幅に軽減することで、全体的に

低コストで実現させる案を発表している。これは商用 SSPS の仕様

に踏み込んだ、これまでとは異なる発想に基づくものである。 

屋 内

試 験

設備 

京都大学では、生存圏研究所(京都府・宇治キャンパス)に平成２２

年度に高度マイクロ波エネルギー伝送実験装置（具体的には電力

規模対応電波暗室及びマイクロ波ビーム計測解析処理設備他）並

びに関連送受電設備を導入した。これらの設備は、本研究開発にと

っても利用価値の高い試験設備である。 

送電 

技術 

半 導

体 

GaN などの高効率半導体及びそれを用いた F 級増幅器などが新し

い動きである。これらが地上の通信網に利用されれば、その波及効

果として SSPS 実現に応用可能と思われる。 
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b) 海外の研究動向 

海外では、米国及び中国にＳＳＰＳに関する動きがあり、今後の動向を注目してゆ

く必要がある。海外の研究動向の状況を表 3-1-1-Ｈ-11 にまとめる。 

 

表 3-1-1-Ｈ-11 ＳＳＰＳ関連の海外研究動向 

国名 関連

機関 

調査結果の概要 

米国 NASA 米国での SSPS 研究は、NASA を中心に 1970 年代の終わりから断

続的に行われてきた。最新の情報によれば、NASA が SSPS に興味

を持ち始めており、2011 年 NIAC (NASA Innovative Advanced 

Concepts)の研究テーマの一つに選定され、小規模ながら研究開

発に予算を割り振った。初年度は机上検討であるが、その後は技

術実証試験や軌道上デモンストレーションも視野に入れていると言

われている。今後の動向に注目する必要が有る。 

民間 

企業 

Boeing 社、Lockheed Martin 社、Raytheon 社といった大企業での活

動は見られない。2009 年に、電力会社 Pacific Gas & Electric 

（PG&E）と SSPS による電力を供給する買電契約（PPA）を結んだ中

小企業の Solaren 社は、ロサンゼルス空港近くに施設を所有してい

るが、詳細は不明である。 

欧州 ESA ＳＳＰＳは、総合研究プログラム（GSP、2003 年 1 月）の中で、2 年間

3 フェーズのプログラムとして採用され、第 1 フェーズの地上プラント

と SSPS との比較等の研究が行われたが、それ以来目立った活動

は見られない。 

民間 

企業 

SSPS 研究を行っている EADS 社では、1.5μ 帯の赤外線レーザー

を用いる方がマイクロ波より効率が良いとしている。EADS Astrium

は 2020 年までに 20-25kW のレーザーを使ったネットワークが運用

可能と考えている。また５年以内には国際宇宙ステーションを利用

したレーザー方式による 10-20kW の軌道上実証を行うことも検討し

ている。マイクロ波方式に関する検討は報告されていない。 
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中国 全般 近年、中国において、ＳＳＰＳおよび関連の研究開発における活動

は数多く存在する。その中には、重点的な国内ＳＳＰＳ研究開発の

取り組みや、特別な国際的アウトリーチ活動が含まれる。欧州企業

「Space Energy Group (SEG)」が関係するものが多いが、日本にお

けるこれまでの研究成果等についても調査を進めている。今後は

中国の動向を意識した研究開発の加速や、技術情報の保護も考え

ていく必要があるかもしれない。 

CAST ●中国における SSPS 研究開発の中心は、中国空間技術研究院

（China Academy of Space Technology: CAST）と言われている。

CAST は、SSPS の最初のフィージビリティ・スタディや概念設計を行

い、Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)から研究

開発のための資金が与えられている。CAST では、ＳＳＰＳ開発につ

いて以下の４つの重要課題を選定している。 

(1) 地球対軌道輸送、(2) 宇宙空間における組み立ておよび構築

（モジュラーシステム要素を使用）、(3) 高効率な太陽エネルギー変

換、(4) 無線電力伝送 

このうち(1)の宇宙への輸送の問題のみ解決する必要がありその他

は対応可能と報告している。 

●CAST では最初の SSPS の商業化を達成するための 5 つのステ

ップを提示している。第一に、CAST は Chinese Reference System

の設計を 2010 年の間に完了する。その後、2020 年までに、軌道上

構築および WPT 技術の産業レベル試験を終わらせる。第三に、

2025 年までに、低軌道での最初の 100kW SPS の実証を完了する。

2035 年までに、100 MW SPS の試験機で電力供給を実証する。最

後に、2050 年までに、静止軌道（GEO）システム上で、最初の商用

SSPS を運用する。 

国 際

活動 

2010 年春、四川省成都において開催された、四川国際クリーンエ

ネルギーサミット(SICES 2010)では、米国、欧州および中国から多

数参加し、中国、欧州、米国およびその他から一流の専門家を集

め、中国のハイテク由来のクリーンエネルギープロジェクトの戦略

的選択について議論された。特に SSPS を含む先端技術の商業化

による、クリーンおよび持続可能なエネルギー開発のパラダイムチ

ェンジ・アプローチが議論された。 
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③その他関連技術に関する調査 

その他の関連技術として「植物へのマイクロ波の影響」を調査し、データを取得中

である。 

人体への電磁波の健康影響については、総務省の電波防護指針のように安全基

準が設定されているが、動植物については現在のところ基準が定められていない。Ｓ

ＳＰＳ、あるいは無線送受電技術の普及においては、受電部（レクテナ）近傍の動植

物への影響をあらかじめ調査しておくことは有意義である。特に、植生は食物環境の

基礎であり、動物のように自由に移動できないことから、影響度を定量的に調べるこ

とが出来る。 

 

屋内実験設備（図3-1-1-Ｈ-9）は、マイクロ波周波数は5.8GHzを主とし、照射対象

としては短時間で成長の様子を観察できるカイワレダイコン（双子葉植物）等を使用し

た。また屋内実験では、土壌温度変化の影響を除くため、土の代わりに水で栽培し、

水温一定に保っている。これらの手法により、マイクロ波の植物に及ぼす影響につい

て調査を行っている。 

 

中間評価時点での実施状況を表 3-1-1-Ｈ-12 に示す。 

  

 

図 3-1-1-Ｈ-9 屋内実験設備および植物育成容器 

 

表 3-1-1-Ｈ-12 植物へのマイクロ波の影響調査 実施状況 

対 象 実施状況（マイクロ波周波数は 5.8GHz） 

双子葉植物 ・双子葉植物に影響が現れる電力密度について、段階的に照射実

験を繰り返しその値を明らかにした。（屋内実験） 

・次世代への影響を調べるために、双子葉植物に連続したマイクロ

波を照射し、種子を採取した。（屋外実験） 

単子葉植物 ・単子葉植物について予備実験を実施した。（屋内実験） 
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３－１－２－Ｈ 個別要素技術成果 

エネルギー送受電技術の確立に向け、高効率・軽量薄型・高精度を実現するため

の個別要素技術の要素技術開発を行っている。いずれの目標も、世界的に例のない

もの、あるいは最高水準の効率を目指したものとしている。 

 

具体的な成果については、以降、以下の順で述べる。 

（１）高効率薄型送電部の開発 

   ①中間成果の概要 

   ②送電効率 

    １）サブアレイアンテナ 

    ２）垂直給電回 

          ３）電力増幅器（HPA） 

   ③薄型軽量化 

    １）給電部（BFN） 

    ２）実装 

   ④排熱 

（２）高効率受電用整流ダイオードの開発 

   ①高効率受電用整流ダイオードの必要性 

   ②高効率受電用整流ダイオードの検討 

    １）ダイオード設計試作工程の評価 

    ２）ダイオード特性評価方法の検討 

   ③中間成果まとめ 

（３）位置・角度補正法(PAC 法)及び並列化法による送電制御技術開発 

   ①開発の課題、各方式の概要 

   ②開発目標 

   ③開発内容 

    １）実現性の検討 

    ２）有効性の検討 

   ④今後の課題・実施予定事項 
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（１）高効率薄型送電部の開発 

    将来のＳＳＰＳでは宇宙に設置される送電部にとって、高効率や薄型化のた

めの技術確立は必須である。本研究開発では各々に対して具体的な数値目標

を設定し、さらにそれを実現する技術要素を小項目に分類して取り組んだ。 

    両目標に対して、継続して研究開発を行うことで達成の目途を得ている。 

      送電効率最終目標 

         ・GaN 素子を利用した F 級増幅器を使用して増幅器単体で 60%以上 

         ・送電部としての効率は 30%以上 

      薄型軽量化最終目標 

         ・アクティブ集積アンテナで構成して送電モジュールは厚み 40mm 以下 

 

① 中間成果の概要 

本研究開発の中間時点における成果の概要を表 3-1-2-Ｈ-1 に示す。 

 

表 3-1-2-Ｈ-1 中間成果の概要 

項目 小項目 中間成果 

送電効率 1)サブアレイ 

アンテナ 

高放射効率及び薄型化の両立を目的とした４素子サブ

アレイの設計を行い、部分試作で性能確認を行った。

損失は設計値どおりの-0.40dB を得た。 

2) 垂 直 給 電

回路 

HPAモジュール内部の平面回路方向と、垂直な関係に

なる RF 電力給電方向を結びつける低損失な垂直給電

回路を、設計目標値-0.2dB に対して-0.1dB の解析値

で得、HPA モジュールに適用できる目途を得た。 

3) 電 力 増 幅

器（HPA） 

試作した最終段増幅器の電力負荷特性が電力付加効

率(PAE)70％を達成できたことから、素子の特性および

製作時のばらつき等を考慮しても PAE60%以上の仕様

を達成できる見通しを得た。 

薄 型 軽 量

化 

1)給電部 HPA モジュールの前段に位置している給電部は、薄型

化を重視した設計を行い、部分試作で設計の妥当性を

確認した。この結果、サブアレイ厚さは仕様 40mm を満

足する見通しを得た。 

2)実装 HPA モジュールの薄型化を図り、かつ各デバイスの性

能を安定させるための小型アイソレーション構造を設

定した。 

その他 排熱部 排熱治具単体性能を部分的な試作品を用いて評価し

た。予備実験での解析値と実験値は比較的良く一致し

たことから、十分な排熱を行える見通しを得た。 
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②送電効率 

モジュール出力電力及び送電部総合効率に関する定義を以下に示す。 

送電部総合効率 送電部に供給される DC 電力に対する、送電部出力電力の比 

送電部に供給される

DC 電力 

全送電モジュールにおける、初段 HPA モジュール及びサブア

レイ内の HPA モジュールに供給される DC 電力の総和 

送電部出力電力 全送電モジュールから放射される、マイクロ波電力の総和 

 

4 つの送電モジュールにおいて、初段 HPA モジュール入力電力が等しければ、送

電部総合効率は送電モジュール単体の効率と等価である。そこで、上記条件におけ

る送電モジュール単体の効率が、サブシステム仕様案を満足するための配分値を検

討した。 

Ｈ２１年度では、一送電モジュール当たり 164 個の増幅器を持つ送電モジュール４

枚による 1.8mx1.8m の送電フェーズドアレイアンテナを構成し、2.8kW の出力(700W/

モジュール)を計画していたが、総予算見直し検討により、一送電モジュール当たり 76

個の増幅器を持つ送電モジュール４枚による 1.2mx1.2m の送電フェーズドアレイアン

テナに見直した。その結果、Ｈ２２年度検討段階での送電モジュール出力電力の設計

値は 411W で、サブシステム仕様案の 400W 以上を満足する見込みである。また、送

電モジュールの効率については、サブシステム仕様案の 30%を満足し、さらに仕様を

確実に達成すべく、目標として 35％での設計配分を行っている。 

 

送電モジュール効率目標達成のためにさらに取り組むべき課題として以下があり、

今後の取り組みに反映してゆく 

 サブアレイ内のアンテナ損失：特に 4 分配器(垂直給電回路を含む)の低損失化 

 HPA モジュールの効率：最終段で使用しているマイクロ波増幅器だけでなく、

HPA モジュールとしての高効率化 

以下、送電部の効率向上に関与する要素に関わる検討結果を示す。 
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１）サブアレイアンテナ 

HPA モジュールからの出力電力を効率良く空間に放射させる必要があるため、ア

ンテナ素子部には高放射効率特性が求められる。また、本サブアレイは 1 つの HPA

モジュール出力に対して４つのアンテナ素子に分配給電を行うことから、低損失の分

配回路部が必要となる。さらに、薄型化のためにはこれらアンテナ素子部と分配回路

部を積層基板で作製する必要がある。高放射効率、薄型化を目的としてサブアレイ

のアンテナ素子部、分配回路部の設計を行った。 

表 3-1-2-Ｈ-2 に示すアンテナ放射効率と基板厚みのトレードオフを行った結果、

アンテナ部厚み 2.4mm、分配回路部厚み 1.6mm(合計厚み 4.0mm)とすることで、

91%(-0.4dB)の損失設計値（放射効率による損失を含む）を得た。 

 

表 3-1-2-Ｈ-2 に示すように、基板厚さ 3.6mm から 4.0mm に厚くすることで 0.19dB

の損失改善になる。これは、システム総合効率で 4%に相当する。そこで、アンテナ設

計では、基板厚さよりも損失低減を優先させ、基板厚さ 4.0mm を採用することにした。 

表 3-1-2-Ｈ-3 に本アンテナに関するサマリを示す。 

 

表 3-1-2-Ｈ-2 サブアレイアンテナ トレードオフ 

 
 

表 3-1-2-Ｈ-3 サブアレイアンテナに関するサマリ 

項 目 特 性 

周波数 5.8 GHz 

偏波 右旋円偏波 

素子アンテナの形式 縮退分離型 4 素子パッチアンテナ 

サブアレー内のアンテナ損失 -0.4 dB 

基板厚 4.0 mm 
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２）垂直給電回路 

送電部で採用する薄型HPAモジュール構造は、図3-1-2-Ｈ-1に示すように、従来

の一般的な構想では薄型化には限界があることから、HPA モジュール内部の平面回

路方向と RF 電力の給電方向が垂直の関係を持つような構造を採用した。アンテナ基

板と接続する HPA モジュールの出力部を垂直給電回路と呼ぶ。 

 

図 3-1-2-Ｈ-1 に示した構造以外に薄型 HPA モジュール構造として放熱板をアン

テナと HPA モジュールで挟み込む HPA・アンテナ背面合わせ構造がある。この構造

では、HPA モジュールの取り外しが困難になるといった問題とともに、HPA モジュール

の出力部からアンテナまでの経路が長くなることから電力損失が増加する欠点があ

るため、採用しない。 
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図 3-1-2-Ｈ-1 従来モジュール構造と薄型 HPA モジュール構造の差異概念 

 

垂直変換回路について、２種類の構成をトレードオフし、カバー同軸方式を採用し

た。（図 3-1-2-Ｈ-2 参照） 

 カバー同軸方式とは、HPA モジュールのカバーに導体芯線を誘電体で円筒状

に覆った端子を挿入し、カバーと一体で同軸線路を形成する方式である。導体

芯線は両端ともアンテナ基板や HPA モジュール内の基板とはんだ付けで接続

する。 

 コネクタ方式よりも工作性がやや劣るものの、カバー同軸方式の方が HPA モ

ジュールの薄型化という観点から将来性がある。 

 



 

 

H-34 

 

 

○

自動実装用コネクタもあるので、工作性が
良い。

不採用採用判定

△

部品点数2（コネクタ）

○

部品点数1(出力端子)

コスト

△

手はんだ付け作業となり、コネクタ方式
に比べて、工作性がやや劣る。

工作性

○

0.2dB以下

○

0.2dB以下

通過損失

△

垂直変換部の長さは、コネクタ勘合長に

制約を受ける。現状、コネクタ勘合長

15mm以下は実現困難。

○

垂直変換部の長さは、15mm以下実現可能。

寸法

（モジュール厚さ）

B. コネクタ方式A. カバー同軸方式項目

○

自動実装用コネクタもあるので、工作性が
良い。

不採用採用判定

△

部品点数2（コネクタ）

○

部品点数1(出力端子)

コスト

△

手はんだ付け作業となり、コネクタ方式
に比べて、工作性がやや劣る。

工作性

○

0.2dB以下

○

0.2dB以下

通過損失

△

垂直変換部の長さは、コネクタ勘合長に

制約を受ける。現状、コネクタ勘合長

15mm以下は実現困難。

○

垂直変換部の長さは、15mm以下実現可能。

寸法

（モジュール厚さ）

B. コネクタ方式A. カバー同軸方式項目

A. カバー同軸方式

HPA MDL単体評価時

アダプタ取り
付け用パネル

アンテナ基板

カバー

A. カバー同軸方式

HPA MDL単体評価時

アダプタ取り
付け用パネル

アンテナ基板

カバー

コネクタ勘合部

B. コネクタ方式

アンテナ基板

HPAモジュール側基板
コネクタ勘合部

B. コネクタ方式

アンテナ基板

HPAモジュール側基板

 

図 3-1-2-Ｈ-2 垂直変換回路のトレードオフ 

 

その他の検討として以下を実施した。 

表 3-1-2-Ｈ-4 その他検討 

項目 検討結果 参考図 

電 磁 界

解析 

マイクロストリップ線路から同軸線

路への変換部で放射は確認され

ず、マイクロストリップモードから同

軸モードへの変換についても問題

のないことを確認した。さらに、通

過損失も目標 0.2dB に対して、

0.1dB と良好な設計結果が得られ

た。 

 

部 分 試

作 に よ

る 試 験

評価 

通過損失は、目標 0.2dB 以下に対

して、最大 0.12dB と良好な結果が

得られた。反射特性もリターンロス

-15dB 以下と良好な結果が得られ

ており、この垂直給電構造を HPA

モジュールへ適用できる見通しを

得た。 

 

試験治具外観 
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３）電力増幅器（HPA） 

GaN 半導体素子単体用の評価系を構築し、素子レベルでの電力付加効率を検証

した。さらに、性能実証用モデル HPA を開発し、最適条件で電力付加効率 70%程度が

可能であることを確認し、その結果、送電モジュールに使用する HPA で電力付加効

率 60％以上の設計の見通しを得た。 

HPA モジュール用に GaN 素子を新たに開発し、高効率化のために F 級増幅回路

を採用するなどして出力および効率の最適化を図った。また、入出力整合回路基板も

HPA モジュール用に最適設計を行い、GaN 素子と入出力整合基板をメタルパッケー

ジに収納し、部品レベルの HPA 開発を行った。 

 

図 3-1-2-Ｈ-3 に HPA の回路構成を示す。C 帯ではトランジスタの寄生成分が高

調波整合に大きな影響を及ぼす。そこで、高調波ロードプル測定により素子最大効率

を与える負荷インピーダンスを入力側、出力側ともに 3 倍波まで求め、実測で得られ

た最適負荷インピーダンスに基づいて回路設計を行った。 
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図 3-1-2-Ｈ-3 HPA の回路構成 

 

高調波ロードプル測定の結果、素子効率は出力側では 2 倍波、3 倍波双方の反射

位相に依存するのに対して入力側では 2 倍波の反射位相にのみ依存することが分か

ったため、入力側には 2 倍波の反射回路のみ、出力側には 2 倍波、3 倍波双方の反

射回路を取り付けている。高調波反射回路は 1/4 波長のオープンスタブで構成し、反

射係数を大きくするために GaN HEMT 直近に配置し、反射回路から GaN HEMT まで

の電気長を調整することで反射位相を調整している。使用した GaN HEMT の総ゲート

幅は 2.4mm である。 
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図 3-1-2-Ｈ-4 に HPA の外形と内部の様子を示す。パッケージの外寸は 21mm×

12.9mm（高さは 4.3mm)、整合回路の実効寸法は 6.4mm×8mm である。 

  

(入力) (出力) 

入力整合回路 

＃基本波、２倍高調波処理を考慮 

出力整合回路 

＃基本波、２倍、３倍高調波処理を考慮 GaN 半導

体素子 

図 4.2.3-9 HPA の外観図と内部写真 

（パッケージ外形） 

（パッケージ内部） 

 

図 3-1-2-Ｈ-4 性能実証モデル HPA 

 

図 3-1-2-Ｈ-5 に HPA 評価結果を示す。HPA 単体の電力付加効率の仕様 60％以

上に対して、70.5%の良好な結果が得られた。 

また、高調波についても-60dBC 以下の良好な結果が得られた。（図 3-1-2-Ｈ-6） 
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③薄型軽量化 

将来、宇宙用としての送電部には、高度の薄型軽量化が求められることから、既

存の概念にとらわれず、大幅な成果が期待できる方式を模索した。本件に関与する

要素に関わる検討結果を示す。 

 

１）給電部（BFN: Beam Forming Network） 

給電部は、送電モジュール(76 サブアレイ)において、サブアレイ内の各 HPA モジュ

ールへのマイクロ波電力および電源・制御信号を供給するための回路である。 

給電部は、図 3-1-2-Ｈ-7 に示すように、送電モジュールごとに 4 セットの 19 分配

器で構成され、それぞれ2層トリプレート線路構成を用いた。トリプレート線路では、基

板厚が薄くなるにつれて、線路幅が細くなる。サブアレイの薄型化を図るため、想定さ

れる基板作製誤差を与えた場合の各ポートの透過振幅バランスから基板厚を選定し

た。基板厚 3.0、3.4mm の場合の透過振幅バランスのシミュレーションの結果、基板厚

が 3.0mm の場合、ポート間透過振幅差は最大 0.70dB あるが、基板厚を 3.4mm とした

場合は 0.40dB まで改善する。ポート間透過振幅差1を 0.4dB 以下とすることを目標に、

基板厚を 3.4mm として設計を行った。給電部層構成を図 3-1-2-Ｈ-8 に示す。 

 

図 3-1-2-Ｈ-7 送電モジュール(76 サブアレイ)構成 

 

 

図 3-1-2-Ｈ-8 給電部層構成(2 層トリプレート線路) 

                                         

 
1 マイクロ波分配回路（19分配器）の出力電力の偏差（最大と最小の差）のこと。これがHPAモ

ジュール入力レベルの偏差になるため、小さくする必要がある。 
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19 分配部を構成する線路レイアウトは図 3-1-2-Ｈ-9 のようになり、1 層目で 1 入

力を 5 分配し、2 層目で 5 入力を 19 分配する回路構成とした。配線に際し、それぞれ

の出力で等振幅、等位相特性が得られるよう配線してある。回路としては複数種類の

不等分配回路、および等分配回路から成り、それぞれウィルキンソン型分配回路を

用いることで、端子間のアイソレーションを確保してある。 

 

 

 

 

 (a) 1 層目パターンレイアウト (b) 2 層目パターンレイアウト 

図 3-1-2-Ｈ-9 給電部構成図 

 

 

また、各層における損失見積もり結果を表 3-1-2-Ｈ-5に示すとおりであり、今後検

証の予定である。 

 

表 3-1-2-Ｈ-5 給電部損失見積もり 

 設計値 

2 層目損失 1.3 dB 

1 層目損失 1.0 dB 

合計 2.3dB 

（基材は BT レジンを使用） 
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２）実装 

HPA モジュールの実装検討では、既述の垂直給電構造で HPA モジュールの薄型

化を図るとともに各デバイスの性能を安定して実現させるための小型アイソレーショ

ン構造を考慮した検討を行った。検討方針は以下のとおり。 

 デバイス間のアイソレーションを確保できるよう導体のシールド構造となる壁を

設ける構造とする。 

 空間の高さや幅に不要な共振が発生しない構造とする。構造が複雑な箇所や

部品寸法の関係で空間が広くなる箇所については、シールドチューブ等を用

いて高周波の回り込みを抑制する。 

 

図 3-1-2-Ｈ-10 に HPA モジュールの HPA 出力部のアイソレーション構造(案)を示

す。HPA 出力部は全体のカバーとは別に小型カバーで覆う複雑な構造であり、HPA

モジュールの性能に大きく影響を与える部位であるため、HPA出力部に着目し検討を

進めた。 

  

図 3-1-2-Ｈ-10  HPA 出力部アイソレーション構造(案) 

 

検討に際して、HPA 出力部の 2 次元のシミュレーション(Momentum)を行った。

5.8GHz(基本波)では通過損失-0.3dB、11.6GHz(2 倍波)では-36.5dB、17.4GHz(3 倍波)

では-16.3dB であった。これは 5.8GHz で通過損失を小さくし、高調波を抑制する回路

設計通りの結果である。また、反射特性もリターンロス-30dB 以下と良好な結果が得

られており、本構造で問題ないと考えられる。 

今後は更に、空間を考慮した 3 次元電磁界解析と要素評価を行い、詳細検討を進

めていく予定である。 
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④排熱 

送電モジュールの所定の電気性能を達成するためには HPA 部の温度コントロー

ルが重要な要因となる。宇宙用と地上では排熱システムは異なるものの、要素試作

評価も含めた試験モデルの排熱検討を行った。求められる排熱性能要求は、 

 HPA モジュール(HPA-MDL)取付け面の温度を 45[℃]以下にする 

 HPA モジュール取付け面の温度ムラを±5[℃]以内にする 

の２点である。性能を満足するための構造を検討し、熱解析を行った。また、排熱治

具単体性能を評価するため、ヒートパイプを試作した。ダミーヒータでサブアレイの発

熱を模擬するとともに、サブアレイに対応する箇所、放熱フィン部などの温度測定を

行った。図 3-1-2-Ｈ-11 に試験構成を示す。 

 

図 3-1-2-Ｈ-11 ヒートパイプ単体特性評価試験の構成 

表 3-1-2-Ｈ-6 に解析値と実測値の比較を示す。本試験方法で、ヒートパイプ単体

の性能評価ができ、実測値は解析値と比較的良く一致しており、設計内容は妥当で

あるといえる。 

表 3-1-2-Ｈ-6 解析値（予備設計）と実測値（基本設計）の比較 

 

各部での温度上昇 [℃] 

H21 年度 

解析値 

13 列 

H21 年度 

解析値 

9 列に換算 

H22 年度 

実測値 

放熱フィン 

ヒートパイプ凝縮部 
11.1 7.7 9.0 

ヒートパイプ蒸発部 

グリース 

ヒートパイプ固定ブロック 

3.6 3.5 3.1 

接触熱抵抗 1 

伝熱ブロック 

接触熱抵抗 2 

4.6 3.6 3.0 

外気温からの合計温度上昇 

(=HPAMDL 取付け面) 
19.3 14.8 15.1 

外気温 25℃における 

HPAMDL 取付け面温度 [℃] 
44.3 39.8 40.1 
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（２）高効率受電用整流ダイオードの開発 

マイクロ波を直流電力として取り出すための整流回路の基本回路は図 3-1-2-Ｈ

-12 のとおりであり、中でも効率を左右する主要構成品は整流ダイオードである。多

数の整流ダイオードを使用するマイクロ波電力伝送試験モデル用の受電部では、コ

スト効率の観点からＧａＡｓ半導体等を利用した市販のダイオードを使用する計画であ

るが、それとは独立して高効率の整流ダイオードの開発に取り組む。本研究開発開

始前の知見として、レクテナアレイを定格電圧近くで使用すると、素子単体のときとは

異なり、変換効率の劣化や、場合によっては破壊されるといった現象が見られる。そ

こで、将来の実用 SSPS で必要な高い目標につなげるため、より高効率が期待できる

ＧａＮ半導体等を利用したマイクロ波受電用整流ダイオードを開発する。このダイオー

ド単体の RF-DC 変換効率は８０％以上を目標とする。 

 

①高効率受電用整流ダイオードの必要性 

レクテナ素子は高い動作電圧で高い変換効率が得られるため、通常は整流ダイオ

ードの耐電圧の定格近くで使用される。レクテナアレイでは、高い変換効率を達成す

るために、レクテナ素子を高い電圧で動作させ、極力電流を減らし、変換回路で損失

を低減することが要求される。 

この要求に適合する整流方式として、図 3-1-2-Ｈ-12 に示す単一の伝送線路上、

整流ダイオードと入出力フィルタで構成される自己バイアス整流方式を採用する。 

 
  

基本波及び高調波 

をブロック 

 

基本波を通過 

高調波をブロック 

 

 
 

図 3-1-2-Ｈ-12 自己バイアス整流方式レクテナ素子 

 

この時、自己バイアス整流方式の能力を最大限に発揮するために、高効率受電用

整流ダイオードには、基本的には、高い逆耐電圧(Vbr)、低いオン抵抗(Rs)、低い立上

り電圧(Vbi)等が要求される。（図 3-1-2-Ｈ-13） 
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図 3-1-2-Ｈ-13 整流ダイオードのパラメータ 

 

このような要求に対して、耐圧や高温特性に優れた特性を有する窒化ガリウム

(GaN)が、これまでのシリコンやガリウム砒素に代わり、物性面、プロセスの成熟度か

ら見て有望な材料と考えられている2。 

ここで、受電電力の大小により整流ダイオードの特性パラメータに対する要求は相

反したものとなるが、それらを同時に満足する GaN 系ショットキーダイオードの例を図

3-1-2-Ｈ-14 に示す。 

ここでは、アノード電極が電極①と電極②の二重電極を構成し、AlGaN／GaN へテ

ロ接合の負のしきい値電圧の絶対値を、アノード電極①の逆方向耐圧より小さく選ぶ。

それにより、アノード電極①による逆方向漏れ電流がカソード電極に到達することが

抑制され、低いオン抵抗 Rs と高い逆方向電圧 Vbr の実現を目指す。 

 
図 3-1-2-Ｈ-14 高効率整流ダイオードの例3 

 

                                         

 
2 「レクテナ用整流ダイオードに関する調査」、平成17年度、JAXA 
3 「ショットキーダイオード」；特許出願番号：2007-003952、公開番号：2008-172035 

 
  

  

  

  

Vbi 

Vbr 

Rs 

  

Rs  ：オン抵抗 

Vbi  ：立上り電圧 

Vbr ：逆耐電圧 
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②高効率受電用整流ダイオードの検討 

本研究開発では、①で述べたレクテナ用ダイオードの設計手法の確立を目標とし

て要素検討・試作評価を実施している。表 3-1-2-Ｈ-7 にこれまでの実績と計画概要

を示す。 

表 3-1-2-Ｈ-7 ダイオード要素開発実績と計画 

年度 フェーズ 実績／計画 

２１ 予備設計/予備試作 立上り電圧 Vbi は低減できることを確認 

２２ 基本設計/２次試作 ダイオードの抵抗(Rs)およびジャンクション容量

(Cjo)を設計可能であることを確認 

２３予定 基本設計/試作 ２次試作の課題対策、逆耐電圧(Vbr)の設計 

 

 

１）ダイオード設計試作工程の評価 

a) ダイオードの構造 

平成２１年度に実施した予備試作では、ダイオード順方向の立上り電圧を低くする

成果を得た。平成２２年度では、さらにそのダイオードの抵抗(Rs)およびジャンクション

容量(Cjo)の改善を目標とし、ダイオードを試作した。予備試作からの調整は項目は以

下のとおりであり、コンタクト抵抗の低減、n 層抵抗の低減、移動度の改善などが見込

まれる。 

 コンタクト抵抗低減対策 

 キャリア濃度の最適化 

 GaN 層厚さの最適化 

 GaN 層移動度の改善対策 

  

b) 試作工程 

ダイオード製造の前工程（エピウェハ上のダイオード形成）および後工程（ウェハ上

ダイオード形成後～出荷）を設定し、試作を行った。 
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c) 試作品の特性 

ア. 静特性 

表 3-1-2-Ｈ-8 に試作品のダイオードの抵抗(Rs)およびジャンクション容量(Cjo)計

算値と実測値の例を示す。両者はほぼ同じであり、ダイオードの抵抗(Rs)とジャンクシ

ョン容量(Cjo)の設計が可能であることが確認できた。 

 

表 3-1-2-Ｈ-8  試作品の静特性（代表値） 

 実測値 計算値 

ダイオードの抵抗(Rs) 4.2Ω  5.0Ω  

ジャンクション容量(Cjo) 1.0pF 1.2pF 

 

イ. RF 特性 

既存の市販品と試作したダイオードの内部パラメータおよび RF-DC 変換効率の比

較を表 3-1-2-Ｈ-9 に示す。両者の比較から、内部パラメータおよび最大効率は同等

であることが確認できた。また、入力電力のダイナミックレンジは試作品の方が広かっ

た。 

表 3-1-2-Ｈ-9 試作品と市販ダイオードのパラメータおよび効率比較 

内部 

パラメータ 

ジャンクショ

ン容量 

Cjo[pF] 

ダイオード

の抵抗 

Rs[Ω ] 

立上り電圧 

Vbi[V] 

逆耐電圧 

Vbr[V] 

RF-DC 変換

効率[%] 

（@5.8GHz） 

試作品 0.7 9.9 0.54 34.5 67 

市販品 0.7 6 0.34 24（実測） 69（実測） 

 

以上より、予備試作の工程において製造したダイオードは市販品と同等、もしくは

それ以上の特性を有していることが確認できた。 

 

目標としている８０％の変換効率を達成するために、さらにダイオード抵抗(Rs)およ

びジャンクション容量(Cjo)の低減を目指し、継続して改善に取り組む。 
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２）ダイオード特性評価方法の検討 

a) I-V 特性評価方法 

ダイオード製造過程においては、主に製造上の加工やボンディング等の影響によ

る異常有無の検出を目的として特性取得を行った。一方、ダイオード最終出荷状態に

おいては、ダイオード特性の正確な把握を目的として特性取得を行った。最終出荷状

態での特性測定結果は計算値ともほぼ一致して正常に測定できていることが確認で

きた。 

 

b) ジャンクション容量評価方法 

ジャンクション容量(Cjo)は、ウェハ上に電極を形成した後の構造上の変化は無い

と考えられることから、平成２１年度の検討結果に従い、オンウェハ上で測定を行っ

た。 

また上記仮定の確認のため、パッケージ後にも測定を行い、変化の無いことを確

認した。計算値、オンウェハ上での測定値、パッケージ後の測定値ともによく一致して

おり、評価方法の妥当性が確認できた。 

  

３）ダイオードに対する要求条件評価 

予備設計において、ダイオードに対する要求条件を設定した。この要求条件を満

たすダイオードを使用した場合の RF-DC 変換効率特性解析結果を図 3-1-2-Ｈ-15

に示す。設定した要求を満足させることで、変換効率８０％は達成可能であると考え

る。 

ダイオード故障に対するマージン確保のために逆耐電圧（Vbr）の改善が必要とな

ることが考えられる。ダイオード故障条件・原因の検討を引き続き実施し、その結果に

よっては逆耐電圧（Vbr）の要求条件を見直す事も考慮してゆく。 
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図 3-1-2-Ｈ-15 ダイオード RF-DC 変換効率特性（開発目標） 

（ダイオードのみの効率解析結果から回路損失として一律 10%減じている） 
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③中間成果まとめ 

 市販のダイオードを用いたレクテナ素子の損失内訳を分析し、本研究開発で試

作する高効率受電用整流ダイオードの効率が８０％以上となるための内訳を分

析した。（図 3-1-2-Ｈ-16） 

 複数の半導体構造を用いて、高効率を得るために必要なパラメータの傾向を実

験的に把握するとともに、解析モデルを用いたシミュレーションの精度向上を行

うことで、レクテナ用整流回路が高効率動作するために実現すべきダイオードの

パラメータを明確にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-Ｈ-16 高効率受電用整流ダイオードに求められる損失内訳 

 

                    

 

解析に必要なパラメータ 

・Vbi ：立上り電圧 

・Rs  ：等価直列抵抗 

・Cjo ：ジャンクション容量 

・Vbr ：逆耐電圧 

最適なパラメータ値を実現するた

めの半導体構造・工程コントロー

ルについて、半導体の構造と工

程処理方法に工夫を行うことで、

実現性を確認できた。 

ダイオードのパラメータ 

(Vbi、Rs、Cjo、Vbr) 

→ 高効率パラメータ値を実現す

るための構造・工程の実現性を

確認した。 

高効率を得るための目標値を                    

明確にした。 

設定した要求を満足させること

で、変換効率８０％は達成可能で

あるとの見通しを得た。 
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（３）位置・角度補正法(PAC 法)及び並列化法による送電制御技術の開発 

 

① 開発の課題、各方式の概要 

宇宙太陽光発電システムでは、数百～千万枚の送電パネルから送電されるマイク

ロ波の位相を同期させる技術が必要である。 

本研究開発では、２つの送電制御技術の実現性及び有効性の評価・検討を行って

技術の確立を行い、将来の宇宙太陽光発電システムの実現に資することを目的とす

る。 

 

位置・角度補正法（ＰＡＣ法）とは、地上からのパイロット信号を利用して、各送電パ

ネル部の位置ズレを推定し、ズレている分だけ各送電パネル部の基準信号の位相を

予め補正しておく方法である。（図 3-1-2-Ｈ-17） 

並列化法とは、送電パネル部毎に送電電波の周波数変調を行ない、受電側で基

準となる周波数との重ね合わせをすると、位相の誤差分だけ変調周波数に出力が発

生する原理を利用して、送電パネル部毎の位相の誤差を検知し、検知した誤差分だ

け各送電パネル部の基準信号の位相を予め補正しておく方法である。（図 3-1-2-Ｈ

-18） 

θ

1j

地上からの
パイロット信号

パイロット信号の
到達位相φ

パネル角度

パイロット到達位相と
同位相の位置候補

基準パネル位置

基準パネル

⑤パネル位相を設定

　④よりパネル位置Rijに相当する送電マイクロ

波位相を補正する。

R1ｊR1ｊR1ｊ

②

③

④

θ kｊ

R2ｊR2ｊR2ｊ

Rkｊ1Rkｊ2Rkｊ3

R(k-1)ｊ3 R(k-1)ｊ2 R(k-1)ｊ1

⑤①

④パネル位置Rijを特定

　　 (i=1～k、j=1～l (パネル番号))

　②と③よりパネル位置Rij(i=1～k)を一意に特

定する*。

③パネル角度θ ijを推定

　 　(i=1～k、j=1～l (パネル番号))
　パイロット信号を用いたレトロディレクティブ方
式により推定する。

②パネル位置候補（Rij1,Rij2・・・Rijn)を推定

　 　(i=1～k、j=1～l (パネル番号))
 パイロット到達位相φ より推定する。

①パイロット信号到達位相φ を検出
 パネル間位相の基準信号とパイロット信号を
用いて、到達位相φ を検出する。

　位置・角度補正法は、地上からのパイロット信号を利用して、各送電パネル部の位置ズレを推定
し、ズレている分だけ各送電パネル部の基準信号の位相を予め補正する。

 

図 3-1-2-Ｈ-17 位置・角度補正法（ＰＡＣ法） 
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f0+f1
送電マイクロ波 Φ 1

Φ 2

パネル#2

f0：送電マイクロ波中心周波数

f1：パネル1　変調周波数
f2：パネル２　変調周波数

パネル#1

受電側基準信号

f0

受電側基準信号

f1 f2 周波数

振幅

cosΦ 1

cosΦ 2

f1 f2

振幅

sinΦ 1
sinΦ 2

受電側

φ 1

φ 2

周波数

受電側基準信号と
パネル#1との位相差

受電側基準信号と
パネル#2との位相差

③

④

③

⑤パネル位相を設定

⑤f0+f2

④各パネルへ位相補正
情報を送信する。

③各パネルの変調周波
数の振幅から、基準信
号との位相差を検出す
る。

②受電側において、受
電側基準信号と位相比
較する。

①各パネルで基準信号
を変調周波数により変調
して送信する。①

位相比較
器

I/Q変換

②

　並列化法は、送電パネル部毎に送電電波の周波数変調を行ない、受電側で基準となる周波数との重
ね合わせをすると、位相の誤差分だけ変調周波数に出力が発生する原理を利用して、送電パネル部毎
の位相の誤差を検知し、検知した誤差分だけ各送電パネル部の基準信号の位相を予め補正する。

 
 

図 3-1-2-Ｈ-18 並列化法 

 

②開発目標 

 “位置・角度補正法（ＰＡＣ法）”及び“並列化法”の実現性及び有効性を評価する

ための目標値を以下に示す。 

 

（ａ） 送電制御性能の実現性 

    【目標値（暫定）*1】 送電制御性能（精度）   ：±5°以下 

   送電制御性能（処理速度） ：10 秒以下/サイクル 

（ｂ） 実用システムに適用した場合の有効性 

    【目標値】 無線電力伝送効率の低下量   ：1%以下 

   不要波の発生レベル   ：0.3W/m2 以下 

 

*1) 送電制御性能の実現性の目標値は、実用システムに適用した場合の有効性の

目標値を達成するための目安である。従って最終的には、実用システムに適用した

場合の有効性の目標値を達成できれば良い。ただし、研究開発開始時点では、実

用システムで検討された送電制御性能の実現性の目標値がなかったため、実証シ

ステムで検討された送電制御性能の実現性の目標値を、暫定的に適用した。 
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③開発内容 

１） 実現性の検討 

ＰＡＣ法及び並列化法の各々について基本原理の整理、送電制御性能向上の対

策の具体化を行い、これらから、基本仕様として、機能ブロック図及び処理ロジックを

設定した。機能ブロック図については、基本原理を実現するための電気回路として具

体的な RF 機器の主要特性をまとめ、機器の校正までブレークダウンした。また、処理

ロジックについては、送電制御を行う 1 サイクルの処理ロジックとして、処理に要する

時間の大きい送電パネルごとにソフトウェアや詳細通信処理ロジックを設定した。 

 

上記の基本仕様に基づき、ＰＡＣ法及び並列化法の送電制御性能として、処理速

度及び精度について解析による評価を実施した。処理速度の解析では、通信処理ロ

ジックに基づき、各通信ステップに必要な処理時間を既存品ベースで見積り、積み上

げ計算した。精度の解析では、各構成機器の精度誤差を既存品ベースで見積り、高

周波回路シミュレータ（Microwave Office）で各精度誤差が送電制御精度に与える影

響を求めた。解析評価の結果を表 3-1-2-Ｈ-10 に示す。ＰＡＣ法では、処理速度につ

いては、目標を満足する見通しを得られたものの、精度では、目標に届かない結果と

なった。ただし、送電パネル間の位相同期精度の高精度化、独立した発振器の適用

及びRF機器の構成により、改善の可能性があり、次ステップにて、具体化を行ってい

く。また、並列化法では、精度については、目標を満足する見通しを得られたものの、

処理速度では、目標に届かない結果となった。ただし、周波数変調を指示する信号の

高速化(無線 LAN ソフトウェア処理の高速化)により、改善の可能性があり、次ステッ

プにて、具体化を行っていく。 

 

表 3-1-2-Ｈ-10 送電制御性能（実現性検討）結果サマリ 

  

目標 

PAC 法 並列化法 

解析 要素試作

試験 

解析 要素試作 

試験 

位相 

精度 

±５° 

以下*1 

±9.1° ±8.2° ±4.6° ±2.8° 

処理 

速度 

10 

秒/ｻｲｸﾙ*1 

以内 

1.2 

秒/ｻｲｸﾙ 

(H23 年度 

実施予定) 

14.5 

秒/ｻｲｸﾙ 

(H23 年度 

実施予定) 

 

*1) （ｂ）項にて後述するが、送電制御性能（精度）は±12°以下に、送電制御性能（処理速度）は

500 秒以下に緩和が可能であることを確認したため、ＰＡＣ法／並列化法においても、十分な送電制

御性能（精度、処理速度）を有すると考える。 
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ＰＡＣ法及び並列化法による送電方式について、パネル間の位相同期精度を実証

するための要素試作を実施し、主要な RF（Radio Frequency）機器を製作した。図

3-1-2-Ｈ-19 には PAC 法の要素試作供試体の外観である。 

 

 

図 3-1-2-Ｈ-19 供試体外観（ＰＡＣ法の例） 

 

上記に基づいて製作したＰＡＣ法及び並列化法の主要な RF（Radio Frequency）機

器から得られる特性データを制御 PC（Personal Computer）で取り込み、位置・角度補

正法及び並列化法の計算処理を行うことで、位相同期精度を算出した。要素試作試

験結果は表 3-1-2-Ｈ-10 に示すとおりであり、目標性能を満足しない項目があったも

のの、概ね目標性能レベルであることを確認した。実施した解析評価が妥当であり、

ＰＡＣ法及び並列化法の双方について、送電制御技術として有効であることを確認し

た。 
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２）  有効性の検討 

１）項の実現性の検討結果から予測される送電制御性能(精度、処理速度）に基づ

き、実用システムに適用した場合の効果(無線電力伝送効率の低下量、不要波の発

生)について解析評価を行う必要がある。また、目標値を達成するために必要となる

送電制御性能（精度、処理速度）を明確化する必要がある。本研究開発では、１ＧＷ

級のＳＳＰＳ実用システムを想定し、同システムに適用した場合の効果について、大

規模なモデルを構築し、電磁界シミュレーションを実施した。 

なお、伝送効率の低下量は、ノミナル値から、1%レベルを許容低下量の目安とした。

また、不要波発生については航空機の EMC 基準(0.3W/m2)を目安とした。 

 

ＳＳＰＳ実用システムのモデルの整理(図 3-1-2-Ｈ-20)、解析モデル、解析パラメー

タの具体化を実施したうえで、ＰＡＣ法及び並列化法のＳＳＰＳ全体性能として、無線

電力伝送効率の低下量及び不要波の発生レベルについて、解析による評価を実施

した。 

 
仕様　概要

5.8GHz

発送電
ﾊﾟﾈﾙ部

（縦）　2.5km
（横）　2.375km
（高さ）0.02m

バス部 （高さ）5km

26,600トン

構成数

ﾕﾆｯﾄ･ｱｾﾝﾌﾞﾘ
/ｼｽﾃﾑ

25個
(5×5)

ﾓｼﾞｭｰﾙ
/ｼｽﾃﾑ

2,375万個
(5,000×4,750)

ｱﾝﾃﾅ素子
/ｼｽﾃﾑ

60億8,000万個
(8万×7万6千)

振幅 80m

周期 14時間

寸法 直径3.5km

項目

システム

ﾏｲｸﾛ波周波数

サイズ

全質量

振動特性

レクテナ

2.5km 2.375km

5km

x y

z

マイクロ波ビーム

静止軌道

地球

実用システム

ユニット[100m×95m]
(構造ユニット　20×190個)

475m500m

0.5m

5m

0.5m モジュール
x

y
構造ユニット

ユニット・アセンブリ

 
 図 3-1-2-Ｈ-20 ＳＳＰＳ実用システムのモデルの整理 

 

 

本解析評価の結果は表 3-1-2-Ｈ-11 の通りであり、ＰＡＣ法及び並列化法の双方

について、無線電力伝送効率の低下量、不要波の発生レベルとも、目標を満足して

いることを確認した。 

表 3-1-2-Ｈ-11 有効性検討結果サマリ 

 目標値 PAC 法 並列化法 

伝送効率 

低下量 

１．０％ 

以下 

０．４％ ０．１％ 

不要波 

発生ﾚﾍﾞﾙ 

０．３W/㎡ 

以下 

０．１W/㎡ ０．１W/㎡ 
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また、目標である無線電力伝送効率の低下量 1%未満、不要波の発生レベル

0.3W/m2 以下を達成するためには、以下の送電制御性能（精度、処理速度）を達成す

る必要があることを確認した。 

 

・送電制御性能（精度）  ： 12° 以下 

・送電制御性能（処理速度） ： 500 秒 以下 

 

 

④今後の課題・実施予定事項 

本研究開発で、送電制御技術としてＰＡＣ法及び並列化法の送電制御性能（精度）

に関しては解析及び部分試作試験により、送電制御性能（処理速度）に関しては解析

により実現性を確認できた。また、有効性については解析で確認することが出来た。

このことから、次ステップとして H23 年度以降で送電制御性能（処理速度）に関し、部

分試作試験により実現性の確認を行う。 
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３－１－３－Ｈ 特許出願状況等 

特許・論文等件数を表 3-1-3-Ｈ-1 に 、論文・投稿・発表・特許リストを表 3-1-3-

Ｈ-2 に示す。  

 

表 3-1-3-Ｈ-1 特許・論文等件数 

要素技術 論文数 特許等件数 

（出願を含む） 

高効率薄型送電部の開発 3 1 

高効率受電用整流ダイオードの開発 3 0 

位置・角度補正法及び並列化法によ

る電送制御技術 

3 0 

計 9 1 

 

表 3-1-3-Ｈ-2 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

論文 60th International Astronautical Congress, Daejeon, 

Republic of Korea ： 「 Improvement Study on Rectenna 

Efficiency」(IA) 

H21.10 

 ＩＡA 50th Anniversary Celebration Symposium 

On Climate Change/Green Systems 「 Study on High 

Accuracy Phase Control Method for Space Solar Power 

System」(MHI) 

H22.8 

 The 61st International Astronautical Congress 

「 STUDY ON HIGH ACCURACY PHASE CONTROL 

METHOD FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEM 」(MHI) 

H22.10 

 第 13 回宇宙太陽発電システム(SPS)シンポジウム、東京：

「5.8GHz 高調波整合型内部整合 GaN 高効率増幅器」

(MELCO) 

H22.10 

 第 13 回 宇宙太陽発電システム(SPS)シンポジウム、東京：

「マイクロ波無線送受電システム 受電部開発計画」(IA) 

H22.10 

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会、静岡：「マイクロ波無

線送受電技術研究開発用送電部の開発」(MELCO) 

H22.11 

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会、静岡：「受電部技術実

証モデルの検討」(IA) 

H22.11 

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会、静岡：「宇宙太陽発電

システム 送電制御技術 （ＰＡＣ法、並列化法）の開発」

(MHI) 

H22.11 
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 Asia Pacific Microwave Conference (APMC)

「 Internally-matched GaN HEMT High Efficiency Power 

Amplifier for Space Solar Power Stations」(MELCO) 

H22.12 
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表 3-1-3-Ｈ-2 論文、投稿、発表、特許リスト（つづき） 

発表 60th International Astronautical Congress, Daejeon, Republic of 
Korea：「Consideration Of Next Logical Step for Wireless Power 
Transmission of SSPS Based on Activities at USEF」(USEF) 

H21.10 

 60th International Astronautical Congress, Daejeon, Republic of 
Korea：「Improvement Study on Rectenna Efficiency」(IA) 

H21.10 

 第 12 回 SPS シンポジウム(京都)：「USEF における SSPS 検討
活動と今後の展望」(USEF) 

H21.10 

 International Symposium on Solar Energy from Space 
SPS-2009,   Toronto, Canada： 
「WPT Technology Demonstration Options at USEF」(USEF) 

H21.11 

 URSI International Symposium on Radio System and Space 
Plasma 2010, Sofia, Bulgaria：「Current Status of Space Solar 
Power System at USEF」(USEF) 

H22.8 

 ＩＡA 50th Anniversary Celebration Symposium On Climate 
Change/Green Systems, Nagoya：「KW-Power Phased Array 
Microwave Wireless Power Transmission Experiment Project」
(USEF) 

H22.8 

 ＩＡA 50th Anniversary Celebration Symposium On Climate 
Change/Green Systems, Nagoya：「Study on High Accuracy 
Phase Control Method for Space Solar Power System」(MHI) 

H22.8 

 The 61st International Astronautical Congress 
「STUDY ON HIGH ACCURACY PHASE CONTROL METHOD 
FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEM 」(MHI) 

H22.10 

 第 13 回宇宙太陽発電システム (SPS)シンポジウム、東京：
「USEF における SPS への取り組み」(USEF) 

H22.10 

 第 13 回宇宙太陽発電システム (SPS)シンポジウム、東京：
「5.8GHz 高調波整合型内部整合 GaN 高効率増幅器」(MELCO) 

H22.10 

 第 13 回宇宙太陽発電システム (SPS)シンポジウム、東京：  
「マイクロ波無線送受電システム 受電部開発計画」(IA) 

H22.10 

 第 54 回宇宙科学技術連合講演会、静岡： 
「USEF における無線送受電技術実証への取組み」(USEF) 

H22.11 

 第 54 回宇宙科学技術連合講演会、静岡：「マイクロ波無線送受
電技術研究開発用送電部の開発」(MELCO) 

H22.11 

 第 54 回宇宙科学技術連合講演会、静岡： 
「受電部技術実証モデルの検討」(IA) 

H22.11 

 第54回宇宙科学技術連合講演会、静岡： 
「宇宙太陽発電システム 送電制御技術 （ＰＡＣ法、並列化法）
の開発」(MHI) 

H22.11 

 Asia Pacific Microwave Conference (APMC)： 
「Internally-matched GaN HEMT High Efficiency Power 
Amplifier for Space Solar Power Stations」(MELCO) 

H22.12 

 第5回無線電力伝送時限研究専門委員会(通算33回)研究会、
京都：「マイクロ波地上エネルギー伝送実験の概要と進捗」
(USEF) 

H23.3 

特許 出願 No.2010-254963 高周波モジュール及びこれを用いたアレ
イアンテナ装置 

H22.11 
出願 
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３－２－Ｈ 目標の達成度 

（１）全体目標に対する成果・達成度 

本研究開発の中間時点における成果および全体の目標達成度を表 3-2-Ｈ-1 に

示す。 

表 3-2-Ｈ-1 全体目標に対する成果・達成度 

目標・指標 
（中間評価時点） 

成果 
（中間評価時点） 

達成度 

マイクロ波電力伝送を構成する送
電部、受電部、ビーム方向制御部
の技術開発と、試験モデルの設計
検討を行い、機能や性能を明確化
し、さらに各部間のインタフェース

仕様を設定する。 

各構成部が相互に支障なく開発を
進められるよう、以下の文書を制定
して機能、性能、インタフェース等を
明らかにした。 
・基本計画書 

・技術要求書 
・開発計画書 
・開発仕様書（システム） 

・インタフェース管理仕様書 

達成 

小型・薄型・高効率化の実現に向
けた技術要素の研究開発に取り組
み、その成果を生かして試験モデ
ル送電部の基本仕様を設定する。 
また、複数の送電モジュール間の
マイクロ波の位相同期を図りつつ、
キロワット級のエネルギーを送電可
能なシステムの設計を行う。 

送電部サブシステムの設計を行
い、小型・薄型・高効率化のキーと
なるハイパワーアンプ、垂直給電回
路、アンテナ等に関する設計及び
要素試作評価を行った。その成果
を、送電部開発仕様書に明らかに
した。 
送電アンテナは４枚の送電モジュ

ールを組合せ、１．６ｋＷの電力を
送電可能な設計とした。 

達成 

既存の市販ショットキーバリアダイ
オードを使用して、送電部から送ら
れるマイクロ波を受電し効率的に
電力合成して直流電力を出力する
試験モデル受電部の基本仕様を設
定する。 
また、高効率ダイオードの技術開
発に見通しを得る。 

市販のショットキーバリアダイオー
ドを使用し、３７個のモジュールで
受電パネルを構成する受電部の基
本仕様を設定し、受電部開発仕様
書に明らかにした。並行して実施す
る高効率ダイオード開発は、GaN を
基板に使用して８０％以上の効率
の見通しを得た。 

達成 

位置・角度補正法（ＰＡＣ法）及び並

列化法について、解析及び要素試

作試験を行ない、実現性や有効性

についての定量的検討評価を実施

し、将来ＳＳＰＳへの適用見通しを

得る。 

位置・角度補正法（ＰＡＣ法）及び並

列化法の伝送効率の低下量や不

要波の発生レベルについて解析を

行って検討し、将来のＳＳＰＳへの

適用（最終目標達成）有効性の見

通しを得た。 

達成 
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表 3-2-Ｈ-1 全体目標に対する成果・達成度（つづき） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

成果 
（中間評価時点） 

達成度 

屋内及び屋外試験候補地につい

て、選定時に評価すべき要件を明

らかにしたうえで試験候補地を調

査し、数か所に絞り込む。 

屋外試験候補地の試験構想や電

力要求などの要件について整理し

た。 

屋内及び屋外試験候補地について

複数調査し、屋外試験候補地を２

か所に絞り込んだ。 

達成 

国内外の研究開発動向や関連技

術に関する研究動向の現状を調査

してまとめる。 

国内外のＳＳＰＳ研究開発動向を

調査し、本研究開発との関連など

について考察した。また、関連技術

（マイクロ波の植物への影響）に関

する研究動向の中間時点での現状

をまとめた。 

達成 

 



 

 

H-58 

（２）個別要素技術目標に対する成果・達成度 

本研究開発の中間時点における成果および個別要素技術の目標達成度を表

3-2-Ｈ-2 に示す。 

 

表 3-2-Ｈ-2 個別要素技術に関する目標に対する成果・達成度 

要素技術 目標・指標 
（中間評価時点） 

成果 
（中間評価時点） 

達成度 

高効率薄型
送電部の開
発 

(1)送電効率 
研究レベルの高効率 F 級
増幅器の効率を低下させ
ることなくメタルパッケー
ジ化し、回路定数等を調
整することにより、増幅器
単体効率 60%以上、送電
部効率 30%以上の達成に
ついての見通しを得る。 

メタルパッケージ化後の増幅
器単体効率は、パッケージ化
前とほぼ同等の 70%程度を実
現した。試験モデルの送電装
置には数百個の増幅器が必

要となるが、製造量産精度を
考慮しても左記目標値を達成
できる見通しを得た。 

達成 

(2)薄型軽量化 
通常の基板構造概念にと
らわれない 方 式 を 検 討
し、実現に必要な構成部
品の実現性に目途を付け
て 送 電 モ ジ ュー ル厚 み
40mm 以下の達成につい
ての見通しを得る。 

アンテナ面と回路基板を平行
に配置し、給電回路等の工夫
により、送電モジュール厚み
40mm 達成についての見通し
を得た。 

達成 

高効率受電

用 整 流 ダ イ
オ ー ド の 開
発 

GaＮ半導体等を利用した
高効率整流ダイオードの
設計手法を検討し、予備
的 な 試 作 を 行 う こ と で
RF-DC変換効率 80%の達
成についての見通しを得
る。 

GaＮ半導体等を利用した複数

の構造パターンを持つ整流ダ
イオードを試作し、製造技術と
高効率化に必要なパラメータ

の抽出並びに目標値の設定
を行った。今後さらに検討を
進めることにより、RF-DC 変
換効率 80%を達成できる見通
しを得た。 

達成 

位 置 ・ 角 度
補正法(PAC
法)及び並列
化 法 に よ る

送電制御技
術 

解析により有効性の確認
を行う。また、各方式につ
いて研究し、解析及び要
素試作試験による確認を
進め、実現性の見通しを
得る。 

将来 SSPS での有効性確認を
行い、伝送効率の低下量：
0.4%(目標値 1%以下)、不要波
の発生レベル：0.1W/m2 （目

標値 0.3W/m2 以下）の結果を
得た。 
また実現性についても解析及
び要素試作試験を行い、定量
的な見通しを得た。 

達成 
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４－Ｈ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｈ 事業化の見通し 

宇宙太陽光発電システム（ＳＳＰＳ）の商用システムとしての事業化は、２－１－Ｈ

項の研究開発目標の冒頭にも記した通り、政策的に期待される目標（石油代替エネ

ルギーとしての導入、２０５０年までの温室効果ガス排出量半減）の規模からも長期

的な取り組みを行っている。２００９年の宇宙基本計画でも宇宙太陽光発電研究を

「国民生活の向上と国際貢献を目指して、実現すべき具体的なプログラム」と位置づ

けつつ、当面５年間の計画として、「エネルギー伝送技術について地上技術実証を進

める」ことを述べており、本研究開発はまさにそれに符合する。本研究開発の成果が

次なる宇宙実証ステップに向けての技術インプットとなり、ひいては、本研究開発は

事業化に向けての一里塚であるとの位置づけである。 

以下には、(1)事業化に至るまでのロードマップ、(2)電力伝送実証計画案、(3)宇宙

太陽光発電システム商用案を示す。 

 

（１）宇宙太陽光発電システムの実現までのロードマップ案 

図 4-1-Ｈ-1 に２０３０年代のＳＳＰＳ実現ロードマップ案を示す。現在は地上実証フ

ェーズであり、次段階としては衛星による無線電力伝送を目指す。 

 

備考

1980 1990(H2) 2000(H12) 2005(H17) 2010(H22) 2015(H27) 2020(H32) 2025(H37) 2030(H42)～

METI 地上実証試験
(太陽光発電無線

送受電技術研究開発)

小型衛星実証

(2.8kWｸﾗｽ)

大型衛星実証

(280kWｸﾗｽ)

100万kWクラス

宇宙商用

実用実証
(2,000kWｸﾗｽ)

将来過去・現在

METI システム概念検討、

要素研究・試験検討、

安全性・経済性評価等

＜次世代ベースライン電源＞

▼2009

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
(20万kWｸﾗｽ)

▼1983 MINIXロケット実験(京大・神戸大・ISAS)

▼

▼

▼

▼

▼1992 MILAX飛行機実験(NICT・京大・神戸大･ ISAS)

▼2008 飛行船実験(NICT・京大・東工大･ISAS)

▼2000 SPRITZ小型SPSｼﾐｭﾚｰﾀ

(京大)

▼2006 風呂敷衛星実験(神戸大･東大)

▼2000

▼2003

SJAC SPS WGNEDO

研究

▼1991

NASDA/JAXA
調査研究

▼2001

▼1980

SJAC

SPS計画

ISAS SPS研究

▼1982

▼2001 Baseline Tether Concept(USEF)

▼2009 宇宙基本計画

宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、今後、10年程度を目途に実用化に向けた見通しを付けるこ

とを目標とした。また、今後5年間で、関係機関が連携して、総合的な観点化からシステムを検討

し、3年程度を目途に軌道上実証に着手するとした。

 

図 4-1-Ｈ-1 ＳＳＰＳロードマップ案 
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（２）衛星による無線電力伝送実証計画案 

無線送受電技術／マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発成果は、宇

宙太陽光発電システムの開発に向けた段階的な技術実証につながる。 

近い将来（今後１０年以内目標）としては、小型衛星等を利用したマイクロ波無線送

受電の宇宙実証に使われるモデルは、本研究開発の成果である電力伝送試験モデ

ルがベースとなると考えられる。 

衛星に搭載する送電パネルの規模は、本研究開発での開発品の延長上にある送

電モジュール１個分(オプションＡ)または４個分（オプションＢ）が考えられ、オプション

Ａは低電力送電パネル構体取り付け型、オプションＢは高電力発送電一体型パネル

テザー伸展型である。（図 4-1-Ｈ-2） 

 

 
(a) オプションＡ：低電力送電パネル構体取り付け型（700W クラス） 

 

(b) オプションＢ：高電力発送電一体型パネルテザー伸展型（2800W クラス） 

出典：平成１９年度「太陽光発電利用促進技術調査」(USEF) 

図 4-1-Ｈ-2 小型衛星への搭載例 
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（３）宇宙太陽光発電システム案（宇宙商用） 

テザーSSPS は平面状の発送電一体型パネルをテザー（ひも）で吊って安定させ

るタイプの SSPS である。テザーSSPS は図 4-1-Ｈ-3 に示すようなテザーSSPS ユニ

ットを多数連結して構成される。テザーSSPS のユニットは発送電一体型パネル（両面

の太陽電池で発電した直流電力をマイクロ波に変換して下面から放射するパネル）を

4 隅のテザーで吊った発送電システムである。広さ 100mx95m、厚さ 2cm〜10cm、重

量約 45 トンのテザーSSPS は約 2MW のマイクロ波電力を地上に送電する能力を持つ。

この発送電一体型パネルは発電、送電機能を持つ構造的にも電気的にもまったく同

じ発送電モジュール（5mx0.5m）3,800 枚から構成される。先端のバス部でマイクロ波

の基準信号を発生し、各モジュールへ原振の周波数と位相同期を無線LANで提供す

るため、モジュール間の有線のインターフェイスを持たない。 

テザーSSPS ユニットを 25x25 連結することにより実用型の 100 万 kW 級の SSPS

を構築する。連結方式として、シングルバス方式と、図 4-1-Ｈ-4 に示すようなバス部

を独立分離したままでパネル部をラッチして連結するマルチバス方式がある。バス分

離型の方式の場合は、システムの規模を自在に拡大することができる。625(25x25)基

のテザーSSPS を正方形状に結合して 100 万 kW 級の SSPS を構成した場合その大き

さは一辺約2.5kmとなる。5.8GHzの周波数を使用する場合、地上に必要なレクテナの

大きさは径 3.5km である。 

                
図 4-1-Ｈ-3 テザーSSPS のユニット   図 4-1-Ｈ-4 マルチバス方式 SSPS 

 

ユニット 
ユニットパネル寸法、重量 
マイクロ波出力 

発送電一体型パネルを 4 本のテザーワイヤーで吊り下げ 
100 m x 95 m x 0.02m（輸送時 5m x 10m x 3.8m）、40 トン 
2.1 MW 

システムパネル寸法 
テザー長 
全重量 

2.5 km x 2.375 km x 0.02 m 
約 5 km 
26,600 トン（パネル重量 25,200 トン、バス部重量 1,400 トン） 
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送電システムの諸元を表4-1-Ｈ-1および図 4-1-Ｈ-5、建設シナリオを図 4-1-Ｈ-6

に示す。 

 

表 4-1-Ｈ-1 送電システムの諸元 

事項 設計案 備考 

モジュールサイズ 0.5m x 0.5m x 

0.02m 

展開パネルのサイズと同じ、出力 55.5W 

サブアレイサイズ 12.5cm x 12.5cm サブアレイのビームの半値幅 24° 

（1/2.4 rad） 

モジュールの 

サブアレイ数 

16 サブアレイの配列は 4 x 4 

サブアレイの 

アンテナ数 

16 

 

1 ヶは受信アンテナを兼ねる（位相共役レト

ロ方式の場合。ソフトウエアレトロの場合は

サブアレイで 2 ヶ必要）、サブアレイ出力 

3.5W 

モジュールの 

アンテナ素子数 

256 各アンテナの出力 0.22W 

アンテナ間距離 3.125 cm 

（0.6λ ） 

サブアレイ化しない時はグレーティングロー

ブなし 

サブアレイ間距離 12.5 cm 

（2.4λ ） 

グレーティングローブ約±25° 

（ビーム振れ角 0°近傍） 

ビーム方向 

制御方式（案） 

位相共役アナログ

レトロ方式(案) 

サブアレイ毎に到来波の位相を検知しアナ

ログ回路で位相共役波を生成。ただし微弱

なパイロットから送信波を生成する点に技術

的な大きな課題。源振をモジュール毎に持

つ場合はモジュールごとの周波数の同期を

無線 LAN で行う。 

ソフトウエアレトロ

方式(案) 

モジュール毎に到来波の方向を検知しソフト

ウエアによりサブアレイ単位で位相制御。源

振はモジュール毎に持ち、周波数と位相の

同期は無線 LAN で行う。 
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図 4-1-Ｈ-5 送電システムの階層構造 

 

 

図 4-1-Ｈ-6 テザーSSPS の建設シナリオ 
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４－２－Ｈ 波及効果 

電力伝送は、これまでは有線による方法であるが、近年、家電製品などを対象と

した無線電力伝送が注目を集めている。電気シェーバーや携帯電話等は既に専用

のパッドに置くだけで充電できたり、家電製品でもコードレステレビ等が製品化され

たりしている。無線電力伝送の技術方式としては、(1)電磁誘導方式、(2)共鳴方式、

(3)マイクロ波方式があり、電磁誘導方式の普及が先んじているが、伝送距離が短か

い等の制約があり、その欠点を補う共鳴方式においても１０m程度の伝送距離が対

象である。これに対して、マイクロ波方式は宇宙太陽光発電が示す通り、中長距離

のエネルギー伝送として特徴を持つ。 

残念ながら、現時点マイクロ波方式での商品適用事例はまだないといってよいが、

企業の研究所レベルでは。電気自動車への電力伝送、ビル内施設の電力利用端末

への電力伝送、離島への電力伝送等へのアプリケーションについて製品化に向け

ての取り組みが行われている。 

また、本研究開発で取り組んでいるマイクロ波半導体増幅器などは携帯電話や

マイクロ波通信で使用される増幅器と同列の技術であり、本研究開発での高効率化

技術がこの分野に寄与する可能性も高い。同じく、高効率受電整流ダイオードにつ

いては、電子レンジ内の無用マイクロ波の回収や、空間電波のエナジーハーベスト

機器に必須な回路素子として活用される技術である。 

 

（１）電気自動車用無線充電システム（図 4-2-Ｈ-1） 

「駐車するだけで自動的に充電」の実現は、今後の電気自動車のさらなる普及促

進に貢献するものと期待される。 

 
図 4-2-Ｈ-1  電気自動車用無線充電システム 
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（２）屋内での無線給電(ユビキタス電源)  （図 4-2-Ｈ-2） 

モバイル機器などの充電量を気にしない環境として考えられているユビキタス電源

には、マイクロ波無線電力伝送方式の適用が適している。 

 

図 4-2-Ｈ-2 屋内での無線給電(ユビキタス電源) 

 

（３）屋外での無線給電（図 4-2-Ｈ-3～図 4-2-Ｈ-4） 

マイクロ波を拡散して広範囲に送電し、離散的に存在する不特定多数のレクテナ

（省電力で駆動するセンサー、携行型省電力電子機器などに取付け）か必要なだけ

電力を取得するようなインフラ整備に技術適用可能であり、広い応用用途があると期

待される。 

  

図 4-2-Ｈ-3 都市部への送電例         図 4-2-Ｈ-4 郊外への送電例 
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（４）災害時の緊急無線電源（図 4-2-Ｈ-5） 

前項が屋外での日常的な無線給電の例であったのに対し、災害等や緊急時の特

設電源としての応用も期待されている。一例として、ライフラインが寸断されたような

場所へ通信インフラと電源を備えたような飛行船を飛ばしマイクロ波で地上へ電力を

無線で供給することも可能である。2009 年には京都大学で実際の飛行船を用いた実

験が行われている。 

 

図 4-2-Ｈ-5 災害時緊急無線電源 
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５－Ｈ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｈ 研究開発計画 

 

中間評価時点における研究開発計画を表 5-1-Ｈ-1 に示す。 

 

表 5-1-Ｈ-1 研究開発計画（中間評価時点） 

実施項目／年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

全体 

スケジュール 

 

 

 

      

マイクロ波 

電力伝送試験 

      

マイクロ波電力伝

送試験モデル 

(送電部/受電部)

の製作 

      

高効率薄型 

送電部の開発 

 

      

高効率受電用整流

ダイオードの開発 

 

      

位置・角度補正法

(PAC 法)及び並列

化法による電送制

御技術 

      

無線送受電技術研

究開発支援業務 

 

      

 

 

詳細設計 

基本設計・要素試験 

原理モデル実証評価 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞ製作/評価 

設計/試験試作 

予備設計 

製作/試験 

 

 屋外試験 

試作評価 

解析評価  PAC 法要素試作評価 

開発支援調査・研究作業 

植物影響調査 

 並列化法要素試作評価 

 

 

 二次試作評価 

 試作評価 

 

詳細設計・維持設計 

基本設計･要素試験 

試験準備・実施 

 開発法評価 

/予備試作 
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５－２－Ｈ 研究開発実施者の実施体制・運営（図 5-2-Ｈ-1） 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、財団法人無人宇宙実験シス

テム研究開発機構、三菱重工業株式会社、株式会社三菱総合研究所の３社が経済

産業省からの委託を受けて実施している。また、財団法人無人宇宙実験システム研

究開発機構が行う研究開発におけるビーム制御に関わるレトロディレクティブ技術に

ついては、独立行政法人宇宙航空研究開発機構が連携・協力して実施する体制で進

めている。 

また、研究開発の実施にあたっては、学識経験者等から構成されるマイクロ波無

線送受電技術委員会（委員長：篠原真毅 京都大学教授）を財団法人無人宇宙実験

システム研究開発機構が統括して開催・運営し、本研究開発に係る開発計画・研究

の妥当性、進捗状況、成果等の全般について指導を頂いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンソーシアム 

連携・協力 

助言・評価 
外注 

連携・協力 

連携・協力 

委託 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構  

・研究開発実施場所：事務所（東京） 

・実施項目：マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発 

三菱電機株式会社 

（送電部の製造設計・製造・試験） 

株式会社ＩＨＩエアロスペース 

（受電部の製造設計・製造・試験） 

マイクロ波無線 

送 受 電 技 術 

委 員 会 

経済産業省 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

（レトロディレクティブ技術の研究開発） 

関連研究受託事業者 
・三菱重工業株式会社（位置・角度補正法及び並列化法による電送

制御技術に関する有効性検討） 

助言・評価 

関連研究受託事業者 
・株式会社三菱総合研究所（無線送受電技術研究開発支援業務） 

 

図 5-2-Ｈ-1 研究開発実施体制 
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５－３－Ｈ 資金配分 

中間評価時点における資金配分（実績）を表 5-3-Ｈ-1 に示す。 

 

             表 5-3-Ｈ-1 資金配分（中間評価時点）    （単位：百万円） 

年度 平成 ２１ ２２ 合計 

マイクロ波電力伝送試験モデル 130 170 300 

位置・角度補正法(PAC 法)及び

並列化法による電送制御技術 

8 16 24 

無線送受電技術研究開発支援

業務 

12 22 34 

 

合計 150 208 358 
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５－４－Ｈ 費用対効果 

マイクロ波による地上での無線送受電試験は、宇宙太陽光発電システム（ＳＳＰＳ）

の実現向けたひとつのステップと位置づけらている。 

ＳＳＰＳは将来の新エネルギーシステムとなる可能性を有することから、本研究開

発では、エネルギー政策を所管する経済産業省が我が国の宇宙機関である独立行

政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と連携し研究開発を進めている。 

特に、精密ビーム制御技術のうち、技術実証衛星ＥＴＳ－ＶＩＩＩなどで研究実績のあ

るＲＥＶ法によるビーム方向制御方式についてはＪＡＸＡの担当とし、ＪＡＸＡと連携する

ことにより費用面でも効率化を図っている。 

 

５－５－Ｈ 変化への対応 

基本設計でシステムの詳細化設計検討を行う中で、総開発コスト及び年度毎のコ

ストの削減が課題となり、平成２２年度には柔軟な対応策として計画の修正を行い、

限られた予算範囲内で基本的な研究開発目標は達成できるよう工夫した。見直しに

当たっての基本方針は表 5-5-Ｈ-1 のとおりである。 

但し、この時点で費用対効果を突き詰めたシステムとしたことから、今後の円滑な

研究開発業務遂行のためには、計画通りの予算執行が切に望まれる。 

 

表 5-5-Ｈ-1 見直し基本方針(平成２２年度見直し時) 

プロジェクト方針 ・開発期間は、当初の５年から６年間に延長する。（H26 まで） 

・最終年度には送電電力 kw 級の屋外試験を実施する。 

見直しの考え方 ・宇宙へのつながりとしての位置づけは変更しない。 

・将来につなげるための要素技術の研究開発は今回で１ステ

ップ向上させる。 

・大電力、高効率化、軽量・薄型化（送電部）などの定性的目

標は変更しない。 

仕様設定方針 ・屋外試験での伝送距離は 50m 以上とする。（取り出し電力は

100w 以上とする） 

・マイクロ波電力伝送試験モデルの受電パネルには市販の

（既存）ダイオードを使用する。 

・開発する高効率ダイオードは素子開発までとし、受電レクテ

ナへ適用した場合の効果は解析で補い明らかにする。 

その他 ・性能向上のための技術的試作項目・回数はコストに応じて

削減し、相応する性能目標定量値は一定範囲において許容

する。 

・冶具関連では大幅なコスト削減に取り組む。 
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Ｉ．次世代衛星基盤技術開発プログラム 

（準天頂衛星システム基盤プロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構

（USEF） 

独立行政法人産業技術総合研究所（AIST) 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 
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１－Ｉ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｉ 事業の目的 

測位衛星の代表であり、米国国防総省が運用している GPS（Global Positioning 

System）は、今日、カーナビゲーションをはじめとして様々な分野で利用されている。 

 衛星測位（人工衛星からの信号を受信することにより地上の位置を特定する技術）

を行うためには、４機の衛星から信号を受信して位置計算を行う必要がある。しかし、

山間部やビル陰等においては、GPS 衛星からの信号が遮られてしまうことがあり、そ

の場合、測位が困難になる。 

 このため、日本の天頂付近に衛星を配備することによって、山間部やビル陰等にお

いても GPS の補完が可能となる「準天頂衛星システム」の開発が進められることとな

った。準天頂衛星システムは、GPS の測位精度（数 m～十数 m）を向上させる補強信

号の提供機能も併せもち、我が国が独自に開発を進める測位衛星である。 

 準天頂衛星システムが実用化されれば、測位可能な場所と効率性が大幅に向上す

る（補完機能）とともに、測位精度を１ｍ程度（測量用の高精度受信機では数 cm 程

度）まで高める（補強機能）ことが可能となり、既存サービスの高度化や新産業の創

出が期待できる。また、測位衛星は現在、上述した米国の他、欧州、ロシア、中国、イ

ンドでも開発が進められており、特にアジア・オセアニア地域においては、覇権争いと

もいうべき状況となっている。 

 このような状況の中、政府は、文部科学省をとりまとめとして、総務省、国土交通省

及び経済産業省の４省連携において、準天頂衛星システムの開発に取り組むことと

なった。当省は、衛星の大型化・高密度化といった、準天頂衛星をはじめとする次世

代衛星に要求されるミッションに対応するための技術開発を担当し、本事業において

は、（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術（３次元結合ヒートパイプによる、従来よりも

大きい排熱能力の確立）、（２）次世代イオンエンジン技術（推進薬量の大幅削減、衛

星の長寿命化の確立）、（３）測位用擬似時計技術（小型・軽量・安価な水晶時計によ

って原子時計を代替する技術の確立）、それぞれの開発を実施した。 

 

１－２－Ｉ 政策的位置づけ 

準天頂衛星に関しては、平成 18 年 3 月 31 日に開催された「測位・地理空間情報シ

ステム等推進会議」において、「準天頂衛星システム計画の推進に係る基本方針」が

決定された。基本方針においては、「まず、官が主体となって準天頂衛星システム計

画を立ち上げること。」、「まず第１段階として、官が中心となって 1 機の準天頂衛星に

より、研究開発４省により技術実証、民、利用省庁等による利用実証を行う。」等が定

められた。 

その後、「地理空間情報活用推進基本法」（平成 19 年法律第 63 号）が成立し、国

は、衛星測位に係る研究開発並びに技術及び利用可能性に関する実証を推進する

こと、衛星測位の利用の促進を図るために必要な施策を講じることとされた。 

地理空間情報活用推進基本法を受けて策定された「地理空間情報活用推進基本
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計画」（平成 20 年 4 月 15 日閣議決定）においては、初号機の準天頂衛星による技術

実証・利用実証（第１段階）を推進するに当たっては、文部科学省がとりまとめ担当と

なり、総務省、経済産業省及び国土交通省の協力を得て計画を推進すること、第 1 段

階から第 2 段階への進め方についてなどが決定された。 

 

宇宙分野においては、「宇宙基本法」（平成 20 年法律第 43 号）において、国は、宇

宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること、測位に関する情報シ

ステム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずることとされた。 

宇宙基本法を受けて策定された「宇宙基本計画」（平成 21 年 6 月 2 日宇宙開発戦

略本部決定）においては、準天頂衛星を活用して高精度な測位を達成し、人工衛星と

地上システムが連携した、シームレスなパーソナルナビゲーション等の新たな利用ア

プリケーションの創出による利便性向上や「公共の安全の確保」のニーズにおける国

及び国民の安全・安心の実現に資することを目的とする旨、決定された。 

 

１－３－Ｉ 国の関与の必要性 

衛星測位システムは、２１世紀の社会インフラとも呼ばれており、米国、欧州、ロシ

ア、中国、インドでは国が主導して、整備が進められている。 

衛星測位システムは、その利益を広く国民全体が享受するものである。現状のＧＰ

Ｓよりも測位可能な場所が広がり、高精度な測位が可能となれば、カーナビゲーショ

ン等のほか、建設機械や農業機械による自動運転、航空・鉄道等の運行支援・管理、

ＩＴＳ等の交通システム、マンナビゲーションによる観光案内等、様々な高度化された

サービスの提供が期待される。準天頂衛星システムによる測位は、これらのサービス

の共通基盤となるものであり、国が率先して整備を進める必要がある。 
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２－Ｉ 研究開発目標 

２－１－Ｉ 研究開発目標 

全体目標 

本事業の目標は、我が国の経済活性化に寄与すると期待されている準天頂衛星

システムの早期実用化及び事業化を推進し、我が国の経済再生への貢献、国際商

業市場における我が国衛星メーカの競争力強化を図るものである。また、その成果

は、需要増加の割合が高い運輸部門の輸送機器の軽量化、効率化につながること

から、これら輸送系のエネルギー使用効率の向上にも資する。 

準天頂衛星は、文部科学省をとりまとめとして、総務省、国土交通省及び経済産業

省の４省連携により開発が進められたが、当省における研究開発は以下のとおり。 

準天頂衛星システムを構築するとともに次世代基盤技術として産業競争力強化に

も繋がる衛星の高度化、長寿命化等に関する技術である、①衛星構体の高排熱型

熱制御技術、②次世代イオンエンジン技術、③測位用擬似時計技術、及び我が国の

次世代を担う衛星に不可欠な基盤技術として、④異種材料を含む大型構造体用複合

材料製造設計技術＊、⑤衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術＊の開発を

実施する。本事業では、上述の要素技術開発のうち、①～③の開発を行う。 

＊ ④はエネルギー対策特別会計（Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開

発））、⑤は NEDO で実施した。 

なお、上記①～④の要素技術は、図 2-1-Ｉ-1 に示すように衛星システムにおいて

バス系の各サブシステム（①熱制御系、②推進系、④構体系）、及びペイロード系サ

ブシステム（③測位系）に適用される。 

 
注)④構体系はエネルギー対策特別会計（Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術

開発））で実施した。 

図 2-2-Ｉ-1 要素技術開発成果の適用部 
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２－２－Ｉ 全体の目標設定 

表 2-2-Ｉ-1． 全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

国際商業市場における我が国衛星メーカの

競争力強化を図るべく、次世代の衛星として期

待されている準天頂衛星システムを用いて、移

動中の利用者等に対して、米国が運用するＧＰ

Ｓとの補完による高精度な位置情報システム

の構築を可能にするために不可欠な衛星の高

度化、軽量化、長寿命化に関する基盤技術とし

て産業競争力強化にも直結する、 

(1)衛星構体の高排熱型熱制御技術、 

(2)次世代イオンエンジン技術、 

(3)測位用擬似時計技術の開発 

を行う。 

－ 本技術の確立により、高

精度測位を行うための基盤

技術、産業競争力強化にも

直結する衛星の軽量化、高

度化等に関する基盤技術

の形成が見込まれることか

ら、我が国衛星メーカの国

際市場における競争力強化

に繋がる。 

 

２－３－Ｉ 個別要素技術の目標設定 

平成 15～16 年度の研究開発期間を第１期とし、第１期の研究開発完了後に中間

評価を実施するものとする。また平成 17～23 年度の研究開発期間を第 2 期とし、第 2

期の研究開発完了後に事後評価を実施するものとする。個別要素技術の目標を表

2-3-Ｉ-1 に示す。 

表 2-3-Ｉ-1．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

(1)衛星構体の

高排熱型熱制

御技術開発 

第１期で開発した技

術を用いて 3 次元ヒート

パイプネットワーク構成

技術を開発し、準天頂

衛星の排熱能力目標

5kW の実現性を地上検

証試験で実証する。ここ

に太陽光が照射される

パネル温度は 50～

60℃、太陽光の入射が

無いパネルは 35～45℃

の範囲に保持されるこ

第１期では、準天頂衛

星の排熱能力目標 5kW

を実現するため、3 次元

ヒートパイプを埋め込ん

だ衛星構体の熱解析モ

デル及びヒートパイプ間

を熱伝導ロスなく結合す

る高熱伝達ジョイント技

術を開発する。ここに太

陽光が照射されるパネ

ル温度は 50～60℃、太

陽光の入射が無いパネ

5kW の排熱能力は、同

規模の海外商用衛星より

も 25%程度大きい排熱能

力を有することから、多様

な高性能、大出力の通信

機器をより多く搭載でき

る。次世代ユーザのニー

ズにより多く応えることが

できることから衛星の付加

価値が高まり、商用市場

における競争力が強化さ

れる。 
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と及びヒートパイプにつ

いては単位質量当りの

熱輸送能力が 0.38W･

㎡/g 以上であることを

確認する。加えて、準天

頂測位衛星を用いた実

証実験を実施する。 

ルは 35～45℃の範囲に

保持されること及びヒー

トパイプについては単位

質量当りの熱輸送能力

が 0.38W･㎡/g 以上であ

ることを目標とする。 

ヒートパイプの単位質量当

りの熱輸送能力は国内外

の代表的衛星が 0.38W･㎡

/g 以上が標準となってい

る。 

(2)次世代イオ

ン エ ン ジ ン 技

術開発 

大型グリッド技術、高

効率化放電室技術、高

電圧電源技術、長寿命

化技術を開発し、電源

入力 5kW 以下にて準天

頂衛星のスラスタ性能

目標値である電子衝撃

型：推力 200mN 以上、

比推力 3,000 秒以上、

又は、ホール型：推力

250mN 以 上 、 比 推 力

1,500 秒以上の実現性

及び寿命 3,000 時間以

上の実現性を地上検証

試験で実証する。 

 

第１期では、準天頂衛

星のスラスタ性能目標値

である電子衝撃型：推力

200mN 以 上 、 比 推 力

3,000 秒以上、寿命 3,000 

時間以上、又は、ホール

型：推力 250mN 以上、

比推力 1,500 秒以上、

寿命 3,000 

時間以上を達成するた

めの設計技術を開発す

る。 

イオンエンジンの運用

性と世界の技術動向を踏

まえて、推力の達成目標

値を電子衝撃型で 200mN

以 上 、 ホ ー ル 型 で は

250mN 以上とした。 

また、比推力の目標値

は電子衝撃型及びホール

型の現状の最高水準の技

術 レ ベ ル を 考 慮 し て 、

各々、3,000 秒以上、1,500

秒以上と設定した。 

また、寿命に関しては

軌道上に於ける 15 年以上

の運用を目標として、1 日

に昇交点と降交点で別々

のスラスタを作動させるこ

とを考慮して、3,000 時間

以上と設定した。 

(3)測位用擬似

時計技術開発 

擬似時計システム構

成機器を使った地上評

価試験及び静止衛星を

用いたアルゴリズム実

証試験により、擬似時

計時刻に関して準天頂

衛星システム時刻への

同期精度 10ns 以上、

100,000 秒以上における

長期安定性１×10E-13

以上の確保及び擬似時

第 1 期では、擬似時計

モデルを使った解析シミ

ュレーションおよび実験

モデルによる運用シミュ

レーションにより、擬似時

計時刻に関して準天頂

衛星システム時刻への

同期精度 10ns 以上、

100,000 秒以上における

長期安定性１×10E-13 

以上の確保及び擬似時

現存する GPS の場合、

GPS-Time と基準時系

（UTC(USNO)）の時刻比較

の統計的ばらつきは、3σ

で 10ns 程度であり、それと

同程度以上の同期精度を

確保する必要がある。 

また、地上局に設置され

ると考えられているセシウ

ム原子時計の 100,000 秒

の安定度は 10-14 台の安定
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計システム構成の実現

性を確認し、準天頂測

位衛星を用いた実証実

験を実施する。 

 

計システム構成に関する

実現見通しを得る。上記

実現見通しが得られた

場合に第２期の開発を

行う。 

度であり、それと同程度の

性能を確保する必要があ

る。  

 

 

３－Ｉ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｉ 成果 

３－１－１－Ｉ 全体成果 

平成 15 年度に研究開発を開始した、①衛星構体の高排熱型熱制御技術、②測位

用擬似時計技術、③異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術＊、④衛

星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術＊の成果は準天頂衛星初号機「みちび

き」に搭載され平成 22 年 9 月 11 日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。 

打ち上げ時の評価および軌道上での評価の結果、目標達成の目途を得た。 

＊③はエネルギー対策特別会計（Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発））、

④は NEDO で実施した。 

 

３－１－２－Ｉ 個別要素技術成果 

（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 

本研究開発は、衛星の大型化および搭載機器の高密度実装化に呼応して衛星

構体に対する高排熱要求が年々高くなってきていることを踏まえ、この要求に対

する効果的な熱制御技術の開発を目的として、3 次元ヒートパイプネットワークを

埋込んだ衛星構体の高排熱制御技術を 8 ヶ年で開発した。 

以下に平成 20 年度から平成 22 年度の成果について述べる。 

平成 20 年度は、前年度に製造着手した 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モ

デル（フライト品）の製造を完了し、準天頂衛星システムへ引き渡すための機能確

認として準天頂衛星の 3 次元ヒートパイプネットワークシステムに要求された 3KW

以上の排熱能力を有するハードウエアであることを大気中機能確認試験により実

証することができた。その結果、無事に準天頂衛星システムへ引き渡すことがで

きた。 

平成 21 年度、前年度に準天頂衛星システムへ引き渡した 3 次元ヒートパイプネ

ットワーク検証モデルは、準天頂衛星システム PFM に組み込まれ、衛星システム

レベルでのフライト品質を確認することを目的とした一連のシステム PFT に供され、

機械的および熱的にフライトに供しても問題ないことが確認できた。特にシステム

PFTの一環として実施されたシステムPFM熱真空試験では、軌道上にて想定され

る最悪の熱環境下においても衛星システムに搭載された機器を適切な温度範囲

内に制御できるように機能し、かつ排熱能力 3KW 以上の性能を有することを実証
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することができた。 

平成 22 年度 9 月には、一連のシステム PFT にて衛星システムレベルにてフラ

イト品質を有することが確認された準天頂衛星は、無事準天頂軌道へと打上げら

れた。打上げ後に得られた 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モデルの機能・性

能評価を実施するためのフライト温度データから、衛星システムに搭載された機

器は、十分な温度マージンを確保できており、かつ適切な温度範囲に維持されて

いることが確認され、宇宙環境下においても 3 次元ヒートパイプネットワーク検証

モデルの健全性が宇宙実証により確認できた。 

 

（２）次世代イオンエンジン技術開発 

大型化、大電力化に向かう次世代衛星の軌道制御を行うための大推力イオン

エンジンの技術開発を行った。7 年計画の前期（平成 17 年度まで）では大電力ス

ラスタと高電圧電源の試作・評価を含めた開発を進め、実現の見通しを得た。中

期（平成 20 年度まで）ではスラスタと高電圧電源を組み合わせ、イオンエンジンシ

ステムとして評価を行い、推力・比推力の実現性の確認を行うとともに寿命の見通

しを得た。後期（平成 21 年度まで）では寿命の実現性について実証を行った。 

以下に平成 20 年度から平成 21 年度の成果について述べる。 

平成 20 年度は前年度検討を行った寿命対策が妥当であるかを確認するため、

磁気シールドによる効果確認試験及び部品評価試験としてセラミック材の摩耗評

価試験を実施した。試験の結果磁気シールドの効果を確認し、また、セラミック材

に対しても現在使用している材料（BN-AlN）よりも摩耗量を 3 倍近く抑えられるセ

ラミック材（BN）が見つかった。 

平成 21 年度はこれらの評価結果を反映して寿命評価モデルの改修を行い、寿

命試験を実施した結果、3,000 時間以上のスラスタ寿命を達成した。 

寿命 3,000 時間後のスラスタの写真を図 3-1-2-Ｉ-1 に示す。 

  
図 3-1-2-Ｉ-1. 3,000 時間動作後のスラスタ 
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（３）測位用擬似時計技術開発 

地上局からの同期による搭載水晶発振器の時刻管理（擬似時計）を行うための

技術開発を行う。8 年計画の前期では、シミュレーションと地上実験モデルによる

検討を進め、実現の見通しを得る。中期では擬似時計システム構成機器を使った

地上評価試験及び静止衛星を用いたアルゴリズム実証試験により、擬似時計時

刻に関して準天頂衛星システム時刻への同期精度 10ns 以上実現性及び 100,000

秒以上における長期安定性１×10-13 以上の確保及び擬似時計システム構成の

実現性の見込みを得ていることを確認する。後期では実現性の確認及び準天頂

衛星を用いた実証実験（準天頂衛星システム地上検証試験実証を含む）を行う。

以下に平成 20 年度から平成 22 年度の成果について述べる。 

平成 20 年度は、停波中の電圧制御アルゴリズムとフィードバックに用いる測位

信号の組み合わせの優先度を計算機シミュレーションで検討した。その結果、測

位信号の組み合わせとして L1CD/L5Q の組み合わせがもっとも誤差を小さくでき、

2 ns 以内での同期が実現できる可能性があることを示した。また、地上局（主局・

副局）の擬似時計地上装置及び外部機関の装置とのインタフェースを実現するた

めの地上局統合ソフトウェアを製作し、外部機関の機器との各種噛み合わせ試験

を実施し、大きな問題がないことを確認した。仰角の低い（8 度）Intelsat-4 を用い

た擬似時計確認実験について、フィードバックを含む実験を実施した。その結果、

2 ns 以下の同期精度が得られたが、降雤減衰の影響が大きいことがわかった。 

平成21年度は、フィードバックに用いる測位信号の組み合わせについて実証実

験に用いる装置を用いた地上実験により検証した。その結果、測位信号の組み合

わせとして L1CD/L5I の組み合わせがもっとも誤差を小さくできる可能性があるこ

とを示し、実験で得られた同期精度は 1.44 ns 以内であった。これはプロジェクトの

数値目標である同期精度 10 ns 以下を一桁程度上回って満たしている。長期安

定度についても調査し、停波がない場合には 100,160 秒で 1.23×10E-14 の、一日

２回停波がある場合でも 1.44×10E-14 の Overlapping Allan 標準偏差を得ること

ができた。これらはいずれもプロジェクトの 10万秒での安定度の数値目標である1

×10E-13 以下を一桁程度上回って満たしている。他機関とのインタフェース確認

のための試験を計３回実施し、コマンド・データのインタフェース、地上系ハードウ

ェア間のインタフェース、衛星と組み合わせたインタフェースすべてにおいて、大き

な問題がないことを確認した。さらに、相対性理論による効果について調査した。

相対論効果のうち、準天頂衛星の軌道がもつ離心率の影響については測位ユー

ザの受信機の特性を考慮し、その分を補正して時刻同期を取る必要があることが

わかった。 

平成 22 年度は、実証実験を行う地上局におけるさまざまなインタフェース条件

を考慮して、運用における課題の抽出とその解決法、準天頂衛星打ち上げ後の

初期機能確認試験、準天頂衛星を用いた実証実験を行った。地上局でのインタフ

ェース条件でもっとも課題となりそうなものとしては、コマンドやデータの時間遅れ
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と不連続性であったが、いずれもインタフェース仕様書の規定よりも小さく、ほとん

ど問題がないことが確認された。初期機能確認試験では、搭載系・地上系とも実

験で想定されている機能全てについて良好な状態であることが確認された。さら

に、実証実験では、軌道とクロックオフセットの考え方に問題があることがわかり、

その修正を行うことになった。また、NICT の時刻比較結果に対しては、1 ns 以下

の同期精度で搭載水晶発振器を制御できる見通しが得られた。 

平成 23 年度は、実証実験（方法の異なる 2 種類の実験）を実施した。実験１は

時刻情報を送信して同期をとる方法で、送信タイミングの制御に問題があり、その

解決法について考察した。実験２については NICT の時刻比較実験の結果を用い

るものであり、同期精度 0.3 ns、10 万秒で 4.43×10-15 の安定度が得られた。 

平成 20～23 年度に実施した研究の要素としては、①実証実験に用いる装置を

用いた地上実験、②静止衛星による実験、③外部機関とのインタフェース調整お

よび機能確認試験、④準天頂衛星を用いた実証実験がある。それぞれの成果に

ついて述べる。 

①実証実験に用いる装置を用いた地上実験 

図 3-1-2-Ｉ-2 にフィードバックに用いる測位信号の組み合わせの違いによる同

期誤差を示す。図中、緑は地上実験結果、紫はモデルで電離層遅延が推定でき

なかった場合のシミュレーション結果、水色はモデルで電離層遅延が推定できた

場合のシミュレーション結果である。2 周波以上用いるとモデルで電離層遅延が計

算できなくても周波数の違いから電離層遅延が計算できるため、モデルの効果が

ないことがわかる。また、L2/L5 の組み合わせ以外では、5 ns 以内の同期が期待

できる。同期誤差の最小値はシミュレーションでは L1CD/L5Q、地上実験では

L1CD/L5I で得られ、いずれも 2 ns 以内であった。 
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 図 3-1-2-Ｉ-2．フィードバックに用いる測位信号の組み合わせの違い 

 

また、7 日程度の長期実験を行い、長期安定度の測定を行った。その結果を図
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3-1-2-Ｉ-3 に示す。他の通信衛星との干渉を避けるため、1 日 2 回、赤道上空で最

大約 40 分の停波が予定されているため、その効果の有無についても調べた。い

ずれの場合も10万秒でのOverlapping Allan 標準偏差は 1.4×10E-14程度であり、

当初目標の 1×10E-13 よりも 1 桁程度いい結果を得られた。 
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図 3-1-2-Ｉ-3. フィードバックに用いる測位信号の組み合わせの違い 

  

②静止衛星による実験 

 Intelsat-4 を用いた擬似時計確認実験について、フィードバックを含む実験を実

施した。その結果を図 3-1-2-Ｉ-4 に示す。2 ns 以下の同期精度が得られたが、

降雤減衰の影響が大きいことがわかった。 
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③外部機関とのインタフェース調整および機能確認試験 

 外部機関（NICT、JAXA）とのインタフェース調整およびその確認試験、準天頂衛

星の実機を用いた機能確認試験を実施し、各インタフェースおよび擬似時計実験

の実証を行うための機能について、良好であることを確認した。 

④準天頂衛星を用いた実証実験 

 平成 22 年 12 月 13 日から実証実験を開始した。擬似時計制御信号を使った同

図 3-1-2-I-4. 静止衛星実験の結果 
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期方式では、タイミングのずれが原因と考えられる同期誤差が 1 ms 程度認められ

たが、図 3-1-2-Ｉ-5 に示すように NICT の時刻比較結果を利用した同期方式では

目標値を 1 桁以上上回る 0.3 ns 以内の誤差で同期できた。また、このときの 10 万

秒での安定度は図 3-1-2-Ｉ-6 に示すように目標値を 1 桁以上上回る 4.43×10-15

であった。 

 

1.253754E-03

1.253755E-03

1.253756E-03

1.253757E-03

1.253758E-03

1.253759E-03

3/9

7:00

3/9

13:00

3/9

19:00

3/10

1:00

3/10

7:00

3/10

13:00

3/10

19:00

3/11

1:00

Date and UTC

時
刻

比
較

結
果

　
(s

)

1.2473E-03

1.2474E-03

1.2475E-03

1.2476E-03

1.2477E-03

1.2478E-03

ク
ロ

ッ
ク

オ
フ

セ
ッ

ト
 (

s)

 

図 3-1-2-Ｉ-5.  NICT の時刻比較結果を利用した同期方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2-Ｉ-6. 擬似時計技術の安定度 
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３－１－３－Ｉ 特許出願状況等 

表 3-1-3-Ｉ-1～表 3-1-3-Ｉ-3 に各要素技術の特許出願状況等を示す。 

 

表 3-1-3-Ｉ-1．衛星構体の高排熱型熱制御技術 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

表 3-1-3-Ｉ-2．次世代イオンエンジン技術 論文、投稿、発表、特許リスト 

 題目・メディア等 時期 

発表 第 52 回宇宙科学技術連合講演会 H20.11 

 2F14『高排熱型 3 次元ヒートパイプネットワークの検証試験結果』  

 題目・メディア等 時期 

論文   

投稿 三菱電機技報 「低熱膨張高放熱基板の開発」 H21.8 

 日本航空宇宙学会誌 3 月号 

年間展望「原動機部門、人工衛星推進システム」 

H22.3 

 航空宇宙技術 Vol.10pp19-25,2011 

「ホールスラスタの振動マップの規格化と電力制御技術」 

H23.7 

発表 電気学会 パルスパワー・放電合同研究会 

「電子ビーム照射下宇宙用電源基板の沿面放電」 
H20.5 

 The 26th International Symposium on Space Technology and Science 

“ Oscillation-free Operation of Hall Thruster by the Synchronous Control 

of Power Conditioners” 

H20.6 

 8th European Space Power Conference 

“ Development Status of Power Processing Unit for 250mN-class Hall 

Thruster” 

H20.9 

 大電力化／モジュール化電気推進に関する研究会 

「12cm カウフマン式イオンエンジンと大型ホールスラスタ」 
H20.10 

 (社) エレクトロニクス実装学会 2008 ワークショップ 

「低熱膨張・高放熱基板の開発」 
H20.10 

 第 52 回 宇宙科学技術連合講演会 「宇宙用高電圧電線の開発」 H20.11 

 第 52 回 宇宙科学技術連合講演会 

「250mN クラスホールスラスタ用電源の開発（その３）」 

H20.11 

 第 49 回 航空原動機・宇宙推進講演会 

「250ｍN クラスホールスラスタの自動制御器の開発」 

H21.3 

 第 256 回電気材料懇談会 「CFRP(カーボン繊維強化プラスチック)をコア

材として用いた低熱膨張・高熱伝導回路基板」 

H21.7 

 31sr International Electric Propulsion Conference H21.9 
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表 3-1-3-Ｉ-3．測位用擬似時計技術 論文、投稿、発表、特許リスト 

“ Performance of Power Processing Unit for 250mN-class Hall Thruster”  

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会 

「250mN 級ホールスラスタの寿命試験結果」 

H22.11 

特許 出願 No.2009-135415  プリント配線板及びその製造方法 H20.8 

 題目・メディア等 時期 

論文 Remote Synchronization Experiments for Quasi-Zenith Satellite System 

Using Current Geostationary Satellites @ International Journal of 

Navigation and Observation, Volume 2010. 

H22.6 

投稿 なし。  

発表 

 

Remote Synchronization System for Onboard Crystal Oscillator 

(RESSOX) Experiments Using L1CA/L1C/L2C/L5 Generator @ 26th  

International Symposium on Space Technology and Science 

H20. 6 

 Hardware Experiments of RESSOX with Ground Station Equipment @ 40th 

Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting 

H20.11 

 Remote Synchronization Experiments for Future Quasi-Zenith Satellite 

System Using Current Geostationary Satellites @ 40th Precise Time and 

Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting 

H20.11 

 地上局装置を用いた擬似時計技術の実験@第 52 回宇宙科学技術連合講演会 H20.11 

 停波中の擬似時計制御@第 52 回宇宙科学技術連合講演会 H20.11 

 準天頂衛星システム時刻管理系地上系の設計結果@第 52 回宇宙科学技

術連合講演会 

H20.11 

 低仰角の静止衛星を利用した擬似時計技術の検証実験@第 52 回宇宙科

学技術連合講演会 

H20.11 

 地上局における擬似時計実験の制御@第 52回宇宙科学技術連合講演会 H20.11 

 Research Activities on Remote Synchronization System for 

Remote CrystalOscillators of Quasi-Zenith Satellites @  ION 2009 

International Technical Meeting 

H21.1 

 RESSOX Experiments using a Low Elevation Angle Geostationary Satellite 

@ ICCAS-SICE 

H21.8 

 停波中の擬似時計制御（2）@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 H21.9 

 擬似時計実験の全系確認試験@第 53 回宇宙科学技術連合連演会 H21.9 

 低仰角静止衛星を使った擬似時計実験@第 53 回宇宙科学技術連合講演会 H21.9 

 複数の測位信号を使った擬似時計制御実験＠第 53 回宇宙科学技術連

合講演会 

H21.9 
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 相対論効果の擬似時計実験制御への影響＠第 53 回宇宙科学技術連合

講演会 

H21.9 

 RESSOX Total System Confirmation Tests @ 2009  International IEEE 

Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control 

and Communication 

H21.10 

 Research on Remote Synchronization System for 

Onboard Crystal Oscillators of Quasi-Zenith Satellite System @ 

International Conference on Space Information Technology 

H21.11 

 RESSOX Experiments Using Multiple Navigation Signals as Feedback 

Control @ 2009 International Symposium on GPS/GNSS 

H21.11 

 RESSOX control of QZSS during Communication Interruption,” 41st 

Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting 

H21.11 

 Overview of Remote Synchronization System for 

Onboard CrystalOscillators of Quasi-Zenith Satellite System @ 5th 

International Conference & Exhibition Melaha 2010 

H22.5 

 産総研における測位用擬似時計技術開発について@電気学会電子回路

研究会 

H22.8 

 準天頂衛星システム時刻管理系の全体概要と実験計画＠第54回宇宙科

学技術連合講演会 

H22.11 

 実運用を模擬した擬似時計地上実験＠第 54 回宇宙科学技術連合講演会 H22.11 

 Actual Operation Simulation of RESSOX Ground Experiments @  42nd 

Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Meeting 

H22.11 

 Initial Functional Verification Tests of RESSOX with MICHIBIKI (QZS-1) 

@  ION 2011 International Technical Meeting 

H23.1 

 「みちびき」を用いた擬似時計技術の初期機能確認試験・実証実験＠

2011 電子情報通信学会 

H23.3 

 擬似時計技術の実証実験＠電子情報通信学会 SANE 研究会 H23.6 

 QZSS 時刻管理系の実験計画と初期実験結果@電子情報通信学会

SANE 研究会 

H23.6 

 擬似時計技術の実証実験について＠QZSS ユーザミーティング H23.6 

 準天頂衛星システム技術実証：擬似時計実験＠ GPS/GNSS シンポジウ

ム 2011 

H23.10 

 Demonstration Experiments of RESSOX Using “MICHIBIKI”@  43rd 

Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Meeting 

H23.11 

 擬似時計技術の実証実験（２）第 55 回宇宙科学技術連合講演会 H23.11 

特許 なし。  
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３－２－Ｉ 目標の達成度 

各要素技術の中間評価時点、事後評価時点での達成度を以下に示す。 

表 3-2-Ｉ-1. 衛星構体の高排熱型熱制御技術 中間評価時点 

目標項目 成果 達成度 

 

≪主目的≫ 

 

準天頂衛星の排熱能

力 5kＷ以上を実現す

る。 

 

(1) 準天頂衛星の排熱要求に対し設計パラメータ

と要求値の分析結果から、3 次元ヒートパイプ

ネットワークを埋込んだ熱制御方式の実現に

必要な構成技術と構成要素の分析を実施し

た。 

(2) 上記分析結果に基づき、部分実証モデルによ

る部品材料レベルの開発試験の結果を評価し

て、ヒートパイプ連結の基本方式と連結材料な

らびに熱制御材料の基本材料を選定した。 

(3) 部分実証モデルの開発試験で取得した基礎デ

ータに基づき、3 次元ヒートパイプを埋込んだ

準天頂衛星の熱解析モデルを開発し、太陽光

照射面で 59℃、入射の無い面で 35～45℃に

制御できる放熱パネルの実現性を確認した。 

(4) 単位質量当りの熱輸送能力として 0.45Ｗm２/g

以上を有するヒートパイプを使用できることを

確認した。 

(5) 高熱伝達ジョイントと高熱輸送ヒートパイプを

組合せた 3 次元ヒートパイプネットワーク開発

モデルによる熱真空試験を実施した結果、開

発した熱解析モデルの妥当性を検証すること

ができた。目標を達成するために開発指標とし

て準天頂衛星の分析結果から得られたジョイ

ント部の単位長さ当りの熱伝達性能 50Ｗ/ｋ以

上を設定し、これを開発試験で達成できたこと

から、排熱能力 5kＷ以上を達成するための実

現性を直接試験で検証した。 

(6) 以上の成果を準天頂衛星に応用することによ

り、第１期目標である準天頂衛星の要求排熱

能力 5kＷ以上の 5545Ｗを実現することができ

ることを確認した。 

 

達成 

≪制約条件≫ 

 

太陽光が照射される

パネル温度は 50～

60℃、太陽光の入射

が無いパネルは、35

～45℃の範囲に保持

されること。及びヒー

トパイプについては

単位質量当りの熱輸

送能力が 0.38Ｗm２/g

以上であること。 
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表 3-2-Ｉ-2. 衛星構体の高排熱型熱制御技術 事後評価時点 

目標項目 成果 達成度 

 

≪主目的≫ 

 

3 次元ヒートパイプネ

ットワーク構成技術を

開発し、準天頂衛星

の排熱能力目標 5kW

以上の実現性を地上

試験で実証する。 

 

(1)第 1 期の成果に基づき、全排熱面有効利用技

術システム構成要素仕様ならびに全排熱面有

効利用技術の設計仕様を作成し、その妥当性

を確認した。 

(2)第 1 期の成果に基づき、3 次元ヒートパイプネッ

トワーク認定および検証モデルの試験結果を反

映した次世代高排熱型衛星構体各部の熱解析

モデルを構築した。 

(3)上記で構築した熱解析モデルを用いて、軌道上

熱解析を実施し、3次元ヒートパイプネットワーク

システムの熱制御性能の妥当性を確認・評価し

た。 

(4)3 次元ヒートパイプネットワークおよび構成技術

の認定および検証モデルの設計・製作を行な

い、衛星に搭載できる機能・性能を有しているこ

とを地上検証試験で評価・確認した。なお、検証

モデルは評価の目的により、下記の 2 種類のモ

デルを製作した。 

(a)フライト品質確認用検証モデル 

(b)熱制御性能確認用検証モデル 

(5)高熱輸送ヒートパイプおよび高熱伝達ジョイント

認定モデルによる試験の結果に基づき、検証モ

デルの設計・製作及び試験を実施した。その結

果に基づき、検証モデルを製作し両者の組合せ

による適合性を確認した。 

(6)認定および検証モデルによる地上試験結果に

基づき、地上検証試験技術の要求仕様の制定

と検証計画とその詳細手順を制定した。 

(7)3 次元ヒートパイプネットワークの熱解析モデル

化および設計手法の体系化を実施した。 

(8)製作した 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モ

デルにより、本研究開発目標である排熱能力

5kW 以上を地上試験にて実証した。 

 

達成 

 

≪制約条件≫ 

 

太陽光が照射される

パネル温度は 50～

60℃、太陽光の入射

が無いパネルは、35

～45℃の範囲に保持

されること。及びヒー

トパイプについては

単位質量当りの熱輸

送能力が 0.38Ｗm２/g 

以上であること。 
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表 3-2-Ｉ-3. 次世代イオンエンジン技術 中間評価時点 

目標値 成  果 達成度 

・推力 

投入電力 5kW 以

下で推力 250mN

以上の実現性を

実証する。 

スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用した

イオンエンジンシステム総合組合せ試験において、投

入電力が 4.63kW で、251.8mN の推力を実測し、目標を

達成していることを実証した。 

達成 

・比推力 

投入電力 5kW 以

下 で 比 推 力

1500sec 以上の

実現性を実証す

る。 

スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用した

イオンエンジンシステム総合組合せ試験において、投

入電力が 4.63kW での測定推力と供給推進剤量から

1,697 秒の比推力を確認し、目標を達成していることを

実証した。 

達成 

・寿命 3,000 時間

以上の実現性の

見込みを得る。 

磁気シールド追加効果確認試験結果及びセラミック

材の部品評価試験結果などを反映することにより、寿

命 3,000 時間以上の実現性を実証できる見込みを得

た。  

 

達成 

 

表 3-2-Ｉ-4. 次世代イオンエンジン技術 事後評価時点 

目標値 成果 達成度 

電源入力 5kW 以

下にて、スラスタ

性能目標値とし

て、推力 250mN

以上、比推力 

1,500 秒以上の実

現性 及び 寿命 

3,000 時間以上の

実現性を地上検

証試験で実証す

る。 

１．寿命試験終了時の推力測定で下記性能を確認し

た。 

  ・スラスタ消費電力：4.65kW（PPU 入力 5kW 相当） 

  ・推力：253.5mN 

  ・比推力：1,697 秒  

 

２．寿命試験において、推力 250mN 相当の動作点で

3,006 時間のスラスタ噴射を実施し、3,000 時間以上

の寿命を確認した。 

達成 
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表 3-2-Ｉ-5. 測位用擬似時計技術 中間評価時点 

目標値 成果 達成度 

擬似時計システム構

成機器を使った地上

評価試験及び静止

衛星を用いたアルゴ

リズム実証試験によ

り、擬似時計時刻に

関して準天頂衛星シ

ステム時刻への同

期精度 10ns 以上実

現性の見込みを得

ていることを確認す

る。 

 

 

 

(1) 実際の準天頂衛星で送信される L1, L2, L5 帯の測位

信号を使った擬似時計アルゴリズムを開発し、2 ns

以下で同期できる見通しが計算機シミュレーションで

得られた。 

(2) 地上局で用いる装置を開発し、その装置を用い、フィ

ードフォワード制御・フィードバック制御を含む

End-to-end シミュレーションを行い，１）誤差がない

場合，２）数ｍ以上の軌道に誤差がある場合，につ

いて検討し，いずれの場合も 10ns 以内の同期精度

が得られた（準天頂衛星の軌道を模擬したものでな

く、Ｌ１帯のみを使用したもの）。 

(3) 静止衛星を用いた実験で、10 ns 以内 の同期実験

結果が得られた。ただし、用いた装置は擬似時計実証

用に準備した装置である。 

達成 

100,000 秒以上にお

ける長期安定性１×

10-13 以上の確保及

び擬似時計システム

構成の実現性の見

込みを得ていること

を確認する。 

(1) フィードフォワード実験で、24 時間の実験を行い、最

大誤差 2 ns で同期させた。アラン標準偏差では

15000 秒で 1.4×10-14 となるが、24 時間（86400 秒）

で最大誤差 2 ns なので、86400 秒で 2.3×10-14 程度

と推定された。 

達成 
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表 3-2-Ｉ-6． 測位用擬似時計技術 事後評価時点 

目標値 成果 達成度 

擬似時計システム構

成機器を使った地上

評価試験及び静止

衛星を用いたアルゴ

リズム実証試験によ

り、擬似時計時刻に

関して準天頂衛星シ

ステム時刻への同

期精度 10ns 以上実

現性の見込みを得

ていることを確認す

る。 

(1) (1)実際の準天頂衛星で送信される L1, L2, L5 帯の測位

信号を使った擬似時計アルゴリズムを開発し、2 ns 以下

で同期できる見通しが計算機シミュレーションと地上評

価試験で得られた。 

(2) 静止衛星（JCSAT-1B）を用いた実験で、10 ns 以内 

の同期実験結果が得られている。ただし、用いている

装置は擬似時計実証用に準備した装置である。仰角

の低い Intelsat-4 を用いた実験でも 2 ns 以内の同期誤

差で同期実験結果が得られた。 

達成 

 

100,000 秒以上にお

ける長期安定性１×

10-13 以上の確保及

び擬似時計システム

構成の実現性の見

込みを得ていること

を確認する。 

 

(2) 地上評価試験で、停波の有無にかかわらず、10 万

秒で 1.4×10E-14 程度の安定度が得られた。 

達成 

 

準天頂測位衛星を

用いた実証実験を

実施する 

 

 

準天頂衛星に擬似時計制御ソフトウェアを搭載し、平成

22 年 12 月から、軌道上技術実証実験を実施した。同期

精度 0.3 ns、10 万秒で 4.43 ×10E-15 の安定度が得ら

れた。 

達成 
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４－Ｉ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｉ 事業化の見通し 

（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 

  ①成果の実用化可能性 

衛星構体の高排熱型熱制御技術は、準天頂衛星を始めとした次世代型大型衛

星に対する高排熱要求に即応できる実用化技術の開発を目的としている。本研

究開発の 8 ヶ年計画の 6 年目において、準天頂衛星のシステム運用詳細構想に

基づき、開発した技術を組合せて製作した実機衛星の最終形態による総合評価

試験でフライト品質が確立されていることを地上試験レベルにて実証し、さらに準

天頂衛星の熱制御系として軌道上においても、その開発した技術の妥当性は、当

初の計画通りにこれを実証でき、準天頂衛星の熱制御系の主要熱制御システム

として実用化された。 

本実用化計画では、3 次元ヒートパイプネットワークの適用範囲は静止衛星だ

けでなく、低軌道衛星等の衛星に対しても広く適用可能であることから、その優位

性を前面に強調して高排熱型熱制御システムの事業化に繋げる。3 次元ヒートパ

イプネットワークを適用した熱制御方式のメリットは、高排熱能力の確保だけでな

く、衛星全体のヒータ消費電力の大幅低減も期待できることから、システム設計上

も非常に有益な熱制御技術である。また、これに付随する 3 次元ヒートパイプネッ

トワーク構成技術や地上検証試験技術も、全ての衛星設計に対する高信頼性確

保の手段および有益な試験評価技術として期待できる。従って、本研究開発の成

果に対する実用化のイメージは、高排熱が要求される様々な軌道の衛星ならびに

搭載される高発熱サブシステム機器に対して、高度な熱制御を広範囲にわたって

提供することを可能にする。 

本研究開発で得られた成果の実用化に到るまでの達成項目およびその流れの

概要を表 4-1-Ｉ-1 に示す。 

 



I-22 

表 4-1-Ｉ-1． 成果の実用化までの概要 

項目 実用化までの 

達成項目 

内  容 

３次元ヒートパ

イプネットワー

クを埋め込ん

だ熱解析モデ

ルの開発 

衛 星 熱 解 析 の

精度向上、高信

頼性化 

本研究開発で作成した熱解析モデルに平成 17

年度の認定試験、19 年度検証モデルの総合評

価試験結果をその都度反映することで高精度

かつ高信頼性を確保した熱解析モデルを構築

した。さらに準天頂衛星の軌道上シミュレーショ

ンを実施し、衛星設計解析装置の機能追加を

行い、熱解析モデルのデータベース化及び体

系化を図った。平成 21 年度には、準天頂衛星

システムへ引き渡し後に実施された準天頂衛

星システム PFM 熱真空試験において開発した

熱解析モデルは、十分な精度でハードウエアと

同定できていることが確認できた。また、翌年の

平成 22 年度には、準天頂軌道に向けて打上げ

られ、得られたフライト温度データから開発した

熱解析モデルの妥当性を更に裏づけることが

できた。 

準 天 頂 衛 星 軌

道上シミュレー

ションとデータベ

ース化 

衛 星 熱 解 析 モ

デルの体系化  

3 次元ヒートパ

イプネットワー

ク構成技術の

開発 

熱制御性能 3 次元ヒートパイプネットワーク技術の構成要素

の OSR 実装,サーマルボンディング技術、埋込

ヒータ技術、高熱伝達ジョイント技術等の熱性

能の実証を平成 17 年度認定試験、19 年度の

検証モデルの総合評価試験評価結果により確

立した。これらの構成要素技術は、準天頂衛星

システム熱制御系インテグレーションにも適用

され、平成 21 年度に実施した準天頂衛星シス

テム PFM 熱真空試験において、軌道上にて想

定される最悪熱環境下においても十分な熱制

御機能性能を有していることが検証された。ま

た、これに加えて翌平成 22 年度に準天頂軌道

に向けて打上げられた後、得られたフライト温

度データからもこれらの開発した構成技術の健

全性を裏付ける有効なデータが得られ、実用化

に向けて十分な耐環境性、信頼性を宇宙実証

できた。 

 

高密度実装化 

信頼性 

軌道上耐環境

性 
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ヒートパイプ間

を熱伝達ロス

無 く 結 合 す る

高熱伝達ジョ

イ ン ト ／ 高 熱

輸送技術の開

発 

熱伝達性能  3 次元ヒートパイプネットワークを構成するヒート

パイプ連接部における熱的性能の実証を平成

17 年度の認定試験、19 年度の検証モデルの総

合評価試験結果にて確認し確立した。平成 21

年度に準天頂衛星システム熱制御系に 3 次元

ヒートパイプネットワーク検証モデルの構成品と

して組み込まれ、システム PFM 熱真空試験に

おいても所定の熱伝達性能および熱輸送性能

を有していることが確認され、平成 22 年度に準

天頂衛星が打上げられた後に得られたフライト

温度データからも軌道上にて所定の機能・性能

および耐環境性を有していることが宇宙実証さ

れた。 

熱輸送能力 

軌道上耐環境

性 

機械構造設計 

衛星システム 

インタフェース 

3 次元ヒートパ

イプネットワー

ク地上検証試

験技術の開発 

試 験 検 証 技 術

の 

確立 

3 次元ヒートパイプネットワークを組み込んだ開

発モデルによる事前検証試験の課題を検討し

平成 17 年度の認定試験、19 年度検証モデル

の総合評価試験にて確立した。また、開発した

試験評価手法は、平成 21 年度に準天頂衛星シ

ステムに引き渡された後に実施したシステム

PFM 熱真空試験において適用され、開発した

試験評価手法の妥当性が確認され、地上検証

試験技術として確立された。 

試 験 評 価 手 法

の確立 
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 ②事業化までのシナリオ 

本研究開発は、2003 年 4 月より開始し、2010 年までの 8 ヶ年で宇宙での軌道

上実証を含めた開発を完了させる計画であった。なお、既に本研究開発の主目的

であった排熱能力 5KW 以上の性能を有する 3 次元ヒートパイプネットワーク技術

の地上実証は完了済みであり、開発した検証モデル（フライト品）は無事準天頂衛

星システム側へ引渡が完了している。その後、3 次元ヒートパイプネットワーク検

証モデルは、2009 年 10 月から 11 月にかけておこなわれた準天頂衛星システム

PFM 熱真空試験において、衛星システム熱制御系として所定の機能・性能を発揮

し、翌 2010 年 9 月に準天頂軌道へと打上げられた。打上げ後に取得されたフライ

ト温度データからも開発した 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モデルの健全性

が確認でき、宇宙実証することができた。 

本研究開発に当たっては、現状の衛星の開発状況を踏まえた上で、次世代の

大型衛星に求められる衛星規模の大型化、大電力化、また、複数のミッション搭

載に伴う多様化および多機能化等の国際市場の要求を考慮した。 

具体的には、次世代高排熱型衛星への実証および実用化の具体的ターゲット

として準天頂衛星を挙げ、開発の成果を適宜反映しながら、従来の国産衛星と比

較して 2 倍以上の規模で高発熱機器を高密度実装し、静止衛星よりもさらに厳し

い軌道上環境にも適応可能な次世代大型通信衛星の排熱制御技術の向上を図

ることにした。 

本研究開発成果の事業化までのシナリオを図 4-1-Ｉ-1 に示す。 

本研究開発の成果である 3 次元ヒートパイプネットワークは、前述の通り国際衛

星市場においてユーザが求めている衛星規模の大型化、大電力化、また複数ミッ

ション搭載に伴う多様化および多機能化に対応できる画期的な熱制御システムで

あり、衛星の規模や軌道高度に依らず、高排熱が要求される様々な衛星ならびに

衛星に搭載される高発熱サブシステム機器に対して高度な熱制御を提供すること

が可能となる。 

本熱制御技術が実用化され、事業化されることにより、我が国宇宙産業の国際

競争力の強化に対する期待に十分応えられる。また更に軌道環境の如何に関わ

らず、全ての衛星に対応できる熱制御技術であることから、高排熱型衛星の設計

技術や地上検証試験技術の標準化や体系化が図られている。また、従来の衛星

開発で問題提起されていた設計や試験に要する工期の短縮ならびにこれに伴う

衛星開発コスト低減も大幅に可能となるため、我が国の衛星開発事業の本格的

な国際市場への参入も期待できる。
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衛星構体の高排熱型熱制御技術開発の事業化シナリオ

<次世代衛星への要求>

衛星規模に対する要求
●大型化

●大電力化
●通信出力増大化
●長設計寿命化

衛星に対する要求
●搭載ミッションの複数化

●ミッションの多様性
●高信頼性化

搭載機器に対する要求
●高出力化

●高性能化
●高信頼性化

<次世代衛星構体の高排熱型熱制御技術の開発>

衛星規模に対する要求
●５～６トン級

●１０ｋW以上
●２ｋＷ以上
●軌道上１５年

衛星に対する要求
●高密度実装化

●多機能化
●高発熱化

搭載機器に対する要求
●高発熱化

●多機能化
●長設計寿命化

【開発項目】

(1)3次元ヒートパイプ
ネットワークを埋込んだ
熱解析モデルの開発

(2)3次元ヒートパイプ

ネットワーク構成技術
の開発

(3)ヒートパイプ間を
熱伝達ロスなく結合

する高熱伝達ジョイント
／高熱輸送技術の開発

(4)3次元ヒートパイプ
ネットワーク地上検証
試験技術の開発

【最終目標】

従来の国産衛星と
比較して２倍以上
の規模で高発熱

機器を高密度実装
し、静止衛星よりも

さらに厳しい軌道上
環境にも適応可能な
次世代型大型通信

衛星の排熱制御
技術の向上を図る
ことにより、国際

市場要求にも応え
ることができる衛星

構体の高排熱型
熱制御技術の開発

【開発目標】
●排熱能力：５ｋＷ以上
●放熱パネル温度制御

・太陽光照射面
５０～６０℃に制御

・非太陽光照射面
３５～４５℃に制御

●ヒートパイプ

・単位質量当りの熱輸送能力
０．３８Ｗｍ２／ｇ以上

<次世代衛星への実用化>

●準天頂衛星
●準天頂軌道を適用した通信放送衛星
●標準商用静止衛星

●地域衛星測位システム用衛星
●地球観測衛星
●３次元ヒートパイプネットワーク

システムを適用したサブシステム
搭載機器

 

 

図 4-1-Ｉ-1．衛星構体の高排熱型熱制御技術開発の事業化までのシナリオ 
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（２）次世代イオンエンジン技術開発 

①事業化までのシナリオ 

三菱電機では、静止衛星の標準バスとして DS2000 シリーズを展開している。 

次世代イオンエンジン技術開発で開発した 250mN 級ホールスラスタは、ドライ

質量 3ton（打上質量 6ton）級である DS2000L の標準バス機器として市場への投

入を計画している。商用衛星としての搭載には軌道上実績が最も評価されるため、

実証衛星や技術試験衛星による軌道上での機能・性能検証が必要である。この

ため、まずは軌道上実証の機会獲得を目指していく。 

実用化・事業化に向けたシナリオを以下に示す。 

1) 社内開発の継続、新規共同開発・研究の立ち上げ 

衛星搭載に向け、寿命評価試験で判明した課題の反映や前項で示したスラ

スタ・電源の高性能化対応等の研究開発を社内で継続する。また、産官学連携

も含めた新規の共同開発を立ち上げていく。研究開発のテーマとしては、次の

ようなものが考えられる。 

○スラスタの高効率化技術の開発 

○スラスタ高信頼性化、長寿命化技術の開発 

○長寿命化ホローカソードの開発 

○ホローカソード配置の最適化、複数台搭載検討 

○スラスタサイジング 

○電源制御範囲拡大 

○電源バス電圧変更対応 

○ホールスラスタの性能、寿命予測解析コードの開発 

○衛星システムインタフェース開発 

○衛星毎の特有環境条件への対策 

また、これらに必要な設備投資を実施していく。 

2) 軌道上実証機会の獲得 

a. 超低高度衛星 実証機への搭載 

高度 180～250km の超低高度では空気抵抗の影響で、衛星の速度が落ちる

ため、高度が下がり、最終的には地球に落下してしまう。これに対して、イオン

エンジンを衛星後方に配置し、連続噴射することで衛星の減速を防ぎ、高度を

維持して飛行する超低高度衛星の開発が宇宙航空研究開発機構（JAXA）で検

討されている。超低高度衛星 技術試験機はきく 8 号で開発した 20mN 級イオン

エンジンを搭載することが決まっているが、実証機、実用衛星は衛星が大型化

されることからより大きな推力が必要となり、推力/電力比の大きいホールスラ

スタはイオンエンジンよりもシステム的に優位である。 

開発したホールスラスタは 90～280mN まで推力を変更することができ、PPU

のアノード電源の発生電力を更に低い範囲まで拡大できれば、更に低い推力も

発生可能である。また、250mN 級ホールスラスタで連続運転が可能であること
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も確認しており、推力及び連続噴射の要求はクリアできる。搭載にあたっては、

寿命や超低高度特有の環境条件（原子状酸素）対策、電源の 50V 以下の非安

定化バス対応等、検討・開発が必要である。 

本衛星への搭載で、軌道上でのスラスタ動作時間を稼ぐとともに、熱、構造、

電気、コマンド・テレメトリインタフェース条件を確定し軌道上での検証を行なう。 

b. 次世代大型静止衛星（技術試験衛星、実証衛星） 

前述の超低高度衛星 実証機での軌道上実証ができている場合、本衛星へ

の搭載は、スラスタ軌道上動作実績の上積み、ジンバル機構（駆動回路を含

む）のインタフェース確立、静止軌道上の南北制御運用技術（搭載ソフトウェア

等）の確立が目的となる。超低高度衛星 実証機での軌道上実証が未達成の

場合、南北制御用の主推進機としての搭載が難しくなる。この場合は、主推進

機として 2 台海外実績品を調達して南/北に配置し、それらの冗長として本開発

スラスタを搭載する（衛星からは 3 重冗長目となる）等の提案を実施していく。 

3) 商用衛星の標準バス機器として市場投入 

軌道上実績獲得後は、DS2000L の標準バス機器として市場に投入していく。

商用衛星としての競争力強化に向け、スラスタ・電源の更なる高性能化、低コス

ト化、短納期化が必要である。 

さらには、観測科学衛星の軌道保持やホイールアンローディング、深宇宙探

査機や軌道間輸送機の主推進機への適用等、市場の拡大を図ると共に、最終

的にスラスタ・電源の組合せで売り込むことを目標とする。 

事業化までのシナリオを図 4-1-Ｉ-2 に示す。 
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（３）測位用擬似時計技術開発 

①成果の実用化可能性  

宇宙技術は一般に実証された後、実用化が検討されることになる。このため、

新しい技術である「測位用擬似時計技術」は準天頂衛星に搭載され、宇宙実験に

よる実証を行わなければ実用化は検討されない。このようなことから、「測位用擬

似時計開発」ではまず実証実験の成功を目指すこととなる。この後実用化が検討

されるが、下記のような技術的な擬似時計実現可能性以外に検討すべき課題が

あるため、それらを解決した後次世代の準天頂衛星での搭載で実用化されること

になる。それらの課題としては、擬似時計の制御を行う地上局の管理を誰がどの

ように責任を持って行うのか、擬似時計が何らかの原因で動作しなくなったときの

対応（アラームの方法など）をどのように行うのか、その責任体制をどうするのか、

同期誤差が測位精度に与える影響等を評価した上で、擬似時計で運用した場合

に必要となる航法メッセージなどがあるのか、ある場合にはどのように対応するの

か、などである。 

実用化に向けてのスケジュールを図 4-1-Ｉ-3 に示す。 

 

   開発項目 FY2009 FY2010～2011 FY2012 

 

 

 

実 用

化 

計画 

測位用擬似時計技術

開発 

   

(1) 擬似時計モデル

の開発 

   

(2) 擬似時計システ

ム実験モデルの開発

と実現性評価 

   

(3) 擬似時計システ

ム構成機器の開発と

地上評価試験 

   

(4) 静止衛星を用い

たアルゴリズム実証

試験 

   

図 4-1-Ｉ-3.  実用化に向けてのスケジュール 

 

②事業化までのシナリオ 

次世代の準天頂衛星に向けて、上記の課題の検討を行う。 

コストダウンについては、技術的には搭載機器のコスト削減（原子時計不要、

1.2 億円以上の予算削減）、衛星の小型軽量化による効果（原子時計の質量 12kg 

運用モデルの開発 

実証実験 実用化 

現地試験 

ｼｽﾃﾑ 試験 
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= 2400 万円の打ち上げコスト削減、また削減分で他の機器、たとえばトランスポン

ダ等を搭載できるようになる）、衛星リソース効率化（電力、1 台の原子時計が使

用する 35W 以上削減、容積 15000cc 以上削減）、衛星の寿命の延伸（GPS 衛星で

は原子時計が衛星の寿命決定要因の１つとなっているが、その平均値から 8年程

度は伸ばせると考えられる）が考えられる。また、事業を展開する上でのコストダ

ウンについては上記の課題を検討した後、自動化を計ることにより実現する。 

導入普及については、科学衛星、小型衛星によるフォーメーションフライング、

地球観測衛星の衛星画像の精密補正などに対しても積極的に導入を検討しても

らうよう関係機関に働きかける。 

事業化までの期間としては、上記の実用化可能性の項で述べた事情から、次

世代の準天頂衛星が打ち上げられるまでと考える。 

事業化とそれに伴う経済効果等の見通しとしては、上記のコストダウン・導入普

及・事業化までの期間で述べたとおりである。 

事業化までのシナリオを図 4-1-Ｉ-4 に示す。 

 

図 4-1-Ｉ-4． 事業化までのシナリオ 

 

波及効果 

・擬似時計モデル 

の開発 

・擬似時計システム 

実験モデルの開発

と実現性評価 

・擬似時計システム

構成機器の開発と

地上評価試験 

・静止衛星を用いた 

アルゴリズム実証試験 

・運用モデルの

開発 

・実験モデルの 

改良／評価 

・構成機器の製 

作／評価／維持 

・設計・製作／ 

評価／機能試験  

 

実証衛星 

による 

実証・実用検証 

・地上局の管理 

・責任体制等 

 

実用衛星 

 

・測位衛星 

・科学衛星 

・小型衛星 

フォーメーショ   

ンフライング 

 

技術的に流用可能 

事業化までに必要な試験 

波及効果として技術的には流用可能 

製品として整合性が必要 

・標準時配信・受信サービス 

・標準時配信・証明型サービス 

・時刻認証・保存型サービス 

・時刻認証・流通型サービス 

本研究内容 
擬似時計 

事業化までのシナリオ 
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４－２－Ｉ 波及効果 

（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 

本研究開発の成果である 3 次元ヒートパイプネットワーク技術ならびにこれに付

随する各種構成技術は、次世代の衛星構体に要求されている高排熱要求に即応

できる実用化技術であり、そのメリットは前述のように衛星の単なる熱制御という

だけでなく、長期設計寿命要求に対応できる高信頼性およびヒータ電力の大幅低

減というシステムリソースまで幅広いメリットがある。このため、大規模化が進む商

用通信衛星だけでなく、衛星の規模や軌道高度に依らず、高排熱が要求される

様々な衛星ならびに衛星に搭載される高発熱サブシステム機器に対して高度な

熱制御を提供することが可能となる。これらの技術は全ての宇宙機に対する熱制

御設計やミッション機器の多機能化、多様化に対するユーザ要求への波及効果

が期待できる。 

また、地上検証試験技術の中で採用しているゾーン分割法についても、3 次元

ヒートパイプネットワークを使用した衛星だけではなく、その他の衛星に対する地

上検証試験に対してもその試験技術や評価手法を応用することによって、従来個

別に設計製作していた熱真空試験治具も不要となるため、試験実施に関わるコス

トの大幅削減や試験期間の短縮化への好影響も併せて見込まれる。 

これらの開発成果は、3 次元ヒートパイプネットワーク技術ならびにその構成技

術を画期的な次世代熱制御技術として提供することにより、大型化、高発熱機器

の高密度実装化、高信頼性化等が要求される次世代衛星構体をはじめとする宇

宙機全体に対して、高排熱型熱制御を容易に実現できるだけでなく、本技術を適

用することにより宇宙機全体の熱制御技術の自由度が従来以上に広がるという

波及効果が期待できる。 

本研究開発成果の波及効果を図 4-2-Ｉ-1 に示す 

今後も含めて商用静止衛星の規模の推移を図 4-2-Ｉ-2 に示す。 

4ｋＷのミッション機器の排熱能力をもつ海外商用の通信衛星と比較して、3 次

元ヒートパイプネットワークを使用した衛星構体の高排熱型熱制御技術を利用す

ると、5ｋＷ以上の排熱が可能となることから、主要通信機器である出力 100Ｗ級

の TWTA（Traveling Wave Transponder Assembly、発熱量＝約 100Ｗ）を 10 台程

度多く搭載できる排熱量の増加である。 

この TWTA を利用した衛星の通信回線の年間レンタル量は、通信バンド帯に依

っても異なるが、１回線あたり約 5000 万円～１億円程度で取引されていることから、

単純計算によると、TWTA 10 台分の搭載能力の増加は年間で 5 億円～10 億円程

度の付加価値を衛星にもたらすこととなり、衛星のサービス寿命が 15 年であるこ

とを考慮すると、75 億円～150 億円程度の付加価値を衛星に与えることとなる。 
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3次元ヒートパイプネットワーク技術 

3次元ヒートパイプ 

ネットワークを埋め

込んだ熱解析モデル 

3 次元ヒートパイプ

ネットワーク 

構成技術 

高熱伝達ジョイント 

高熱輸送技術 

3 次元ヒートパイプ

ネットワーク 

地上検証試験技術 

・ 高信頼性 

・ モデル体系化 

・ 高精度予測 

・ データベース 

・ 長期寿命設計 

・ 高密度実装 

・ 高信頼性 

・ 熱制御性能 

・ 高信頼性 

・ システムイン

タフェース 

・ 高熱伝達性能 

・ コストダウン 

・ 試験期間短縮 

・ 試験手法 

・ 試験評価手法 

【波及効果】 

① 高信頼性／高精度温度予測 

② 高排熱能力／長期設計寿命要求 

③ 高熱伝達／高熱輸送性能連結技術 

④ ゾーン分割法を適用した試験技術／性能評価手法 

 

軌道高度に依らず、高排熱／高信頼性を要求される 

あらゆる衛星およびサブシステム搭載機器の熱制御 

方式に適用可能。 

 

図 4-2-Ｉ-1 波及効果 

 

 

図 4-2-Ｉ-2 商用静止衛星の推移予測（打上げ実績および予測） 

（出典：FAA and COMSTAC Report : 2011 Commercial Space Transportation Forecasts） 

 

 

 

 

本開発成果の

適用領域 
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（２）次世代イオンエンジン技術開発 

「次世代イオンエンジン技術開発」により、250mN 級以上の大推力を有する電気

推進技術を得ることができた。本技術開発の関連分野への波及効果として以下に

述べるようなものが考えられる。 

人工衛星等宇宙機以外の本研究開発成果の波及効果としては、下記に示す分

野への適用が考えられる。但し、宇宙機以外に適用する場合においては、その製

品への適合性設計が必要である。この設計に必要なコストを考慮しても、本研究

開発の有効性は損なわれるものでは無い。また、高排熱基板等の要素技術は汎

用的に使用できるため、要求仕様を満足すれば速やかに適用可能である。 

(1) スラスタ技術の半導体製造装置への展開 

プラズマ源であるホールスラスタは電気的中和を同時に行う高エネルギ

ーイオン源として、半導体製造装置等に使用されるドライエッチング装置等

への適用が期待できる。 

(2) 大電流ホローカソードによる帯電抑制 

ホローカソードはプラズマ電子源であり、低エネルギーの電子供給能力

が高い。高エネルギーイオン源を利用したイオン注入による表面改質では、

正の帯電、絶縁破壊が問題となるが、ホローカソードで電子供給し中性化

することで、これらの問題を解決することができる。半導体製造装置から宇

宙開発利用に至る様々な分野での利用が期待できる。 

(3) 放電負荷用高電圧電源技術の展開 

産業機器向けの市場として、自動車、造船、橋梁の製造、建造に使用さ

れる電子ビーム溶接機やプラズマアーク溶接機やマグ溶接機といった溶接

用電源装置の高効率、低ノイズ化に寄与できることが期待できる。 

(4) 電源装置の高排熱実装基板 

高電圧電源技術の中で開発した、世界初の CFRP コア基板の開発は成

果としても過去に類しない技術レベルの高い実装基板の製造の目途が得ら

れる。その技術的効果は大きく、宇宙分野のみならず、防衛、民需ともに今

後高排熱を必要とする CPU 基板の冷却基板等の用途として広範囲の市場

分野への波及が十分期待できる。 

(5) 関連技術開発の促進 

本開発に関連した部品材料技術開発として、国内メーカによる耐熱耐放

射線性を有する高電圧ワイヤや低損失の大型フェライト材の開発を誘発し

た。 
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（３）測位用擬似時計技術開発 

「測位用擬似時計技術開発」により，正確な時系配信に貢献することが考えら

れる。正確な時系配信のもたらす波及効果としては以下に述べるようなものが考

えられる。 

① 標準時配信・受信サービス 

標準時刻を配信し、時計やサーバの時刻を自動的に修正するサービスである。 

② 標準時配信・証明型サービス 

準天頂衛星システム時刻の配信を受けた標準時配信事業者が、契約ユーザに

対し標準時刻の配信を行うとともに契約ユーザが利用する時刻の監視や定期的

な監査を行うことにより、契約ユーザの利用する時刻が正確であることを証明する

サービスである。 

③ 時刻認証・保存型サービス 

企業等のビジネスシーンにおいて電子的に作成された契約書や医療機関にお

ける電子カルテ等、契約ユーザ内での保存を目的とした電子文書に対して、文書

の作成時刻やそれ以降文書が改ざんされていないこと（原本性の確保）を第三者

的に証明するサービスである。 

④ 時刻認証・流通型サービス 

オンラインショッピングやオンライン証券取引、電子申請や電子調達等、複数の

ユーザ間を流通する電子データの真正性を第三者的に証明するサービスである。 

本技術開発では，軌道計算，遅延量計算，遅延量を提供する各種データベース

へのアクセス、天候や L1/L2/L5 の遅延量の測定値等を処理するプログラムを開

発する。これらのプログラムは「基線解析ソフトウェア GPS+QZS+Galileo）」「時刻

同期機能の組込み（電波時計よりも正確・どこでもできる）」「測位機能の組込み

（GPS+QZS+Galileo）」などに利用することができる。これらに受信機能を含めてチ

ップ化することにより、人・物の位置・時刻・天候などの管理を一元的に行うシステ

ムなどの構築が可能となるため、物流・輸送・レジャー関連業種への展開が図る

ことが期待される。また、携帯端末との融合により、個人ユーザを取り込みながら

位置・時刻情報の活用に寄与するような事業化が考えられる。このような事業は，

準天頂衛星の実用化後早期から、Galileo など他のシステムの整備状況を見据え、

受信機メーカや携帯端末メーカ等の関連メーカとの連携を図りながら進められると

考えられる。 

また，時間標準のトレーサビリティにおいて，現在 GPSの信号を使ったものが利

用されている。上記のような「擬似時計技術開発」によりもたらされた成果を組み

込むことにより、さらに高精度なトレーサビィティを行うことができるようになる。こ

れらのほか、準天頂衛星から「測位用擬似時計技術開発」により発生された測位

信号を用いて、携帯電話の基地局における時刻同期のニーズに対応したり、地震

観測や地球物理観測の時刻同期をとることに応用したり、電力系統の故障箇所

の同定にも応用することが可能となる。 
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プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなど

に与える影響としては、以下のようなものがある。 

・擬似時計用受信機の開発 

本プロジェクトの実施によりはじめて、衛星に搭載した発振器の時刻あるいはタ

イミングを正確に維持するために必要な GPS/QZS 受信機の検討を行う機会を得

た。従来の受信機では位置を求めることが出来れば良く、時刻精度は特に問題と

ならなかった。このような受信機でもマイクロ秒オーダの確度（精度は数十 nsec）

で時刻を再生することは可能で、タイムトランスファ受信機として一般に販売され

ている。 

しかし今回の用途に用いる受信機はこれとは桁違いの時刻再生の精度（その

ためには一般の受信機でも要求される高い擬似距離観測精度と併せて、特に受

信機自身で生じる遅延量の補正が必要となる）が要求されるように考えられ、その

実現のために、 

1) 設計段階に於ける受信機自体の遅延時間の把握及び変動の尐ない回路構

成、デバイスの採用 

2) 変動の補正技術の獲得 

3) 受信機の遅延時間の測定方法の確立及び測定精度の確保 

などが必要となる。これらはこれまで取り組んでこなかった分野であり、本プロ

ジェクトの実施により、これら GPS 信号処理技術の新たな研究開発や、この分野

での技術を有する人材の育成に効果を生じているものと考えている。 

またこれらの技術は今後、本プロジェクトのみならず時刻再生用受信機（タイム

トランスファ受信機）の性能向上にも反映できるものと予想している。 

 

 

 

５－Ｉ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｉ 研究開発計画 

 

本研究開発の期間は、当初地上検証試験までの 5 年間であったが、宇宙実証

までを含めた、平成 15 年度から平成 23 年度までの９年間とする。この全期間の

内、平成15～16年度の研究開発期間を第１期とし、平成 17～23年度の研究開発

期間を第 2 期とする。 

図 5-1-Ｉ-1 に上記９ケ年計画の全体スケジュールを示す。 
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年度

研究開発項目 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発

（１）
３次元ヒートパイプネットワークを埋め込
んだ  衛星構体の熱解析モデルの開発

（２）
３次元ヒートパイプネットワーク構成技術
の開発

（３）
ヒートパイプ間を熱伝達ロスなく
結合する       高熱伝達ジョイント／
高熱輸送技術の開発

（４）
３次元ヒートパイプネットワークの
地上検証試験技術の開発

②次世代イオンエンジン技術開発

（１） イオンエンジンシステムの開発

（２） 加速機構技術の開発

（３） 高効率化放電室技術の開発

（４） 高電圧電源技術の開発

（５） 長寿命化技術の開発

③測位用擬似時計技術開発

（１） 擬似時計モデルの開発

（２）
擬似時計システム実験モデルの開発と
実現性評価

（３）
擬似時計システム構成機器の開発と
地上評価試験

（４）
静止衛星を用いたアルゴリズム
実証試験

（５） 準天頂衛星を用いた実証試験

第１期研究開発 第２期研究開発

測位用擬似時計を構成する機器･ｿﾌﾄｳｴｱのうち衛星搭載部分については、衛星の測位ｼｽﾃﾑ機器に組込んで実現する。従って、認定試験・検証試験は測位ｼｽﾃﾑ機器として実施される。地上局設置部分については、（３）で開発した機器･ｿﾌﾄｳｴｱを適用する。

・要求・機能分析/設計仕様検
討

・最適化技術の検討
・部分ﾓﾃﾞﾙ実装試作・試験

・試作ﾓﾃﾞﾙ要
求仕様書作成

・最適化技術の確立
・開発ﾓﾃﾞﾙ製作・試験

・開発ﾓﾃﾞﾙ製作・試験

・試験計画作成
・試験法事前検証試験

▲

・3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
ﾈｯﾄﾜｰｸ設計仕

・認定ﾓﾃﾞﾙ 製作・試験

・3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙ
の

・熱解析モデルの見直し

・検証ﾓﾃﾞﾙ（５ｋＷ）
製作

・検証ﾓﾃﾞﾙ製作
試験

・3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙ
の

・要求・機能分析/ｲｵﾝｴﾝ
ｼﾞﾝ方式選定/基本仕様

・ｲﾝﾀﾌｪｰｽ条件設定
・基本設計/基本仕様決定 ・詳細設計 ・維持設計

・加速機構試作・
試験

・放電室試作・試験

・電源部分ﾓﾃﾞﾙ試作
試験

・ﾎｰﾙｽﾗｽﾀ
開発ﾓﾃﾞﾙ製作・

試験

・電源開発ﾓﾃﾞﾙ
製作・試験

・組合せ
性能評
価試験

・仕様検討

・認定検証ﾓﾃﾞﾙ
製作・試験

・スラスタ
改修・

性能試験

・長時間動作確

大気中
試験

・基本ﾓﾃﾞﾙの概念設計／評価

・実験ﾓﾃﾞﾙの設計／製作（地上
受信系を除く）／評価

・構成機器・ソフトウェアの設計
・構成機器（副）の製作・試験

・他機関との組合せ試験
・他機関との組み合わせ試験・現地試験
・インタフェースソフトの製作・試験・改修

・設計/製作
・静止衛星を使用した実験・評

価

・精密ﾓﾃﾞﾙの概念設計／評価・基本ﾓﾃﾞﾙの精密化／評価 ・精密ﾓﾃﾞﾙの精密化／評価

・実験ﾓﾃﾞﾙの製作（地上受信系）
/  評価（前年度「擬似時計ﾓﾃﾞﾙ

・遅延量の解析、擬似時計モデ
ルへの反映し、同期制度への

・実験データの取得・利用
・地上局・搭載機器に準じた機

・地上局・搭載機器を用いて
運用方法の検討

・認定
ﾓﾃﾞﾙ

組合せ
試験 ・検証ﾓﾃﾞ

ﾙ組合適
合 試験

・寿命評価ﾓﾃﾞﾙ
製作・ 試験

・寿命評価ﾓﾃﾞﾙ製作・
試験

・認定ﾓﾃﾞﾙ
組合適合
試験

音響
試験

・認定ﾓﾃﾞﾙ 製作・
試験

・検証ﾓﾃﾞﾙ（３ｋＷ） 製作

熱真
空

▲準天頂引

・衛星ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑ試験等
（JAXA作業）

・寿命評価
ﾓﾃﾞﾙ試験

・認定検証ﾓﾃﾞﾙ
製作

・寿命試験

・認定検証ﾓﾃﾞﾙ
組立・試験

・イオン
エンジン
システ
ム総合
評価試
験

・スラスタ
改修・

性能試験

・摩耗評価試験

・部品評価試験

スラスタ
改修

▲

・寿命評価試験

・構成機器（主）・ソフトウェアの
製作

・高精度の擬似時計技術の実
現のためのアルゴリズムの研

・地上局・搭載機器に準じた
機器を用いた実験

・遅延量推定の向上法の調査
・静止衛星を使用した実験・評価

・運用モデルの開発

・熱解析モデル化、技術の体系化

▲準天頂衛星打ち上

宇宙
実証

宇宙実証

図 5-1-Ｉ-1 全体スケジュール   
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５－２－Ｉ 研究開発実施者の実施体制・運営 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、財団法人無人宇宙実験システ

ム研究開発機構が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として

独立行政法人 産業技術総合研究所が参加した。 

また、研究開発の実施に当たっては、財団法人無人宇宙実験システム研究開発機

構内に国内の有識者からなる技術委員会を設置し、開発計画、解析等の結果につい

て審議し、助言を受けて進めている。 

（１）実施体制 

年度毎の実施体制（全体）： 

図 5-2-Ｉ-1 に平成 15 年度、開発当初の実施体制を示す。 

図 5-2-Ｉ-2 に平成 20 年度から平成 23 年度の実施体制を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-Ｉ-1 平成 15 年度の開発当初実施体制図 

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

独立行政法人 産業技術総合研究所(AIST) 

  ・測位用擬似時計研究開発の実施 

委託 

再委託 

＊2003 年 10 月より独立行政法人 

財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF) 

  ・次世代基盤技術の動向調査等 

新衛星ビジネス株式会社(ASBC) 

・ システム適合性の検討     

・ 測位用擬似時計を除く各個別 

研究開発の実施等 

    

   

研究開発責任者 ・ 

・所属 ： 新衛星ビジネス株式会社 

・役職名 ： 常務取締役 

・氏名 ： 鳥山 潔 

指示・協議 

高排熱型熱制御技術委員会 

イオンエンジン技術委員会 

測位用時刻管理技術委員会 

新衛星ビジネス株式会社(ASBC) 

・システム適合性の検討     

・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発の実施 

・次世代イオンエンジン技術開発の実施 
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図 5-2-Ｉ－2 平成 20～23 年度の実施体制図 

 

 

（２）研究開発の運営管理 

①事業実施における運営方針･方法 

本プロジェクトは、（１）項に示した実施体制並びに表 5-2-Ｉ-1、表 5-2-Ｉ-2 に示す

役割分担にて実施する。 

 

 

 

 

 

委託 

再委託 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF) 

・次世代基盤技術の動向調査 
・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発の実施 
・次世代イオンエンジン技術開発の実施 
等 
 
 

独立行政法人 産業技術総合研究所(AIST) 

  ・測位用擬似時計研究開発の実施 

経済産業省(METI) 

独立行政法人 宇宙航空 
研究開発機構 (JAXA) 

 
・検証モデルの技術実証に

係る環境整備（準天頂衛
星初号機の開発） 

高排熱型熱制御技術委員会 

 委員長：宇宙科学研究所  

小林 康徳 名誉教授 

イオンエンジン技術委員会 

 委員長：公立大学法人首都大学東京  

竹ｹ原 春貴 教授 

測位用時刻管理技術委員会 

 委員長：国立大学法人東京海洋大学大学院 

安田 明生 特任教授 

委託 

連携 
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表 5-2-Ｉ-1 平成 15 年度、開発当初の役割分担 

● 新衛星ビジネス株式会社（ASBC） 

①準天頂衛星システムの事業化検討 

②準天頂衛星システムと各個別研究開発とのインタフェース条件設定 

③各個別研究開発の事業化検討 

④個別研究開発の実施 

  ・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 

  ・次世代型イオンエンジン技術開発 

● 財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF） 

①次世代衛星基盤技術の調査・検討 

②技術委員会の設置・運営 

● 独立行政法人 産業技術総合研究所（AIST） 

新衛星ビジネス株式会社（ASBC）からの再委託 

①個別研究開発の実施 

  ・測位用擬似時計技術開発 

 

表 5-2-Ｉ-2 平成 20～23 年度の役割分担 

● 財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF） 

①次世代衛星基盤技術の調査・検討 

②技術委員会の設置・運営 

③準天頂衛星システムと各個別研究開発とのインタフェース条件設定 

④各個別研究開発の事業化検討 

⑤個別研究開発の実施 

  ・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 

  ・次世代型イオンエンジン技術開発 

● 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

①検証モデルの技術実証に係る環境整備（準天頂測位衛星初号機の開発） 

● 独立行政法人 産業技術総合研究所（AIST） 

財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF）からの再委託 

①個別研究開発の実施 

  ・測位用擬似時計技術開発 
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②技術委員会の組織・役割 

研究開発を確実に推進するために、外部有識者からなる技術委員会を組織し

技術的助言を頂き、研究開発に反映している。本技術委員会には、専門的事項

を審議するために、高排熱型熱制御技術委員会、イオンエンジン技術委員会、測

位用時刻管理技術委員会の 3 委員会を設けた。 

各委員会は各開発項目に対する、開発の意義、開発状況、開発仕様、開発の

進め方、宇宙実証の必要性、衛星システムとの各種インタフェース等に関する審

議を行なう。 

 

５－３－Ｉ 資金配分 

研究開発項目毎、年度毎の予算配分を表 5-3-Ｉ-1 に示す。 

表 5-3-Ｉ-1 各年度資金配分 （単位：百万円） 

研究開発項目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 250 230 328 568 240 118 10 30 1,774

②次世代イオンエンジン技術開発 300 430 490 300 162 127 0 0 1,809

③測位用擬似時計技術開発 50 90 82 130 120 90 52 86 700

④検証モデルの技術実証に係る環境整
　備（一般会計）

0 0 0 0 126 325 538 285 1,274

計 600 750 900 998 648 660 600 401 5,557

 

注）測位用擬似時計技術開発の平成 23 年度は、平成 22 年度の繰越分にて実施 

 

 

５－４－Ｉ 費用対効果 

本研究開発の成果が準天頂衛星初号機「みちびき」に搭載され、順調に軌道上実

証を行っている。 

衛星構体の高排熱型熱制御技術に関しては、三菱電機株式会社の標準バス

DS2000（3,500～5,000kg クラス）には本成果が反映されており、DS2000L（4,700～

6,000kg クラス）にも本成果が適用される予定である。現状で使用される予定の衛星

はまだ無いが、高い排熱能力が必要な衛星には採用されることとなっている。 

次世代イオンエンジン技術に関しても同様に、将来的には DS2000、DS2000L への

適用が検討されており、衛星の規模（衛星質量、軌道上寿命）・用途（衛星のミッショ

ン、南北軌道制御・オービットレイジング・姿勢制御等の制御目的）に応じ、使用され

ていくこととなる。 

また、測位用擬似時計技術に関しては、海外に頼らずに国産技術でシステム構築
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が可能であり、搭載原子時計に比べ、小型・軽量・長寿命化ができ、高い長期安定性

を得ることができる。搭載原子時計故障時の冗長系としても使用可能である。 

 

５－５－Ｉ 変化への対応 

（１）準天頂衛星は当初平成 21 年度打上目標であったが、平成 22 年度に延期された。
準天頂測位衛星初号機を開発した独立行政法人宇宙航空研究開発機構 
(JAXA)と連携を密にすることにより当該研究開発品は問題なく打ち上げられた。 

 

（２）過去の中間評価への対応 

宇宙産業プログラムに係る技術に関する施策・事業評価報告書（平成２１年６
月産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会）において指摘のあった点につ
いての対応は、以下のとおり。 

 

●衛星本体の研究開発のみならず、最終段階での利活用についての検討と費用対

効果の検証が必要。特に、衛星測位分野での暮らしに密着した実用化のための

具体的なサービス体制などのビジネスモデル構築に関する研究開発と費用対効

果の検証が必要。 

国内外における次世代の衛星測位の利用に関する調査研究の推進及びこれら

の成果の普及を行い、衛星測位を利用した地理空間情報に関する事業活動の活

性化及び事業化の促進を目的とした財団法人衛星測位利用推進センター

（SPAC）が設立されており、ご指摘の観点も含まれていると考えている。 

 

●成果についても十分目標は達成してはいるが、それらを準天頂衛星のみに活かす

ことに安住するのではなく、我が国の宇宙開発で幅広く有効に利用されるよう、更

なる努力が必要。 

「高排熱型熱制御技術」、「次世代イオンエンジン技術」については、準天頂衛星

のみならず、三菱電機株式会社の標準バス DS2000、DS2000L への適用について

検討されているところであり、幅広く有効活用の活動が行われている。 

 

●実施体制の変更により、官民の役割の位置づけの今後の方向性が見えにくい。 

 実用準天頂衛星システムについては、「実用準天頂衛星システム事業の推進の

基本的な考え方（平成 23 年 9 月 30 日閣議決定）」において、その方針が示された

ところであるが、民間側からは、利用ユーザとして仕様の決定への関与等が考え

られる。 

 

●次世代衛星開発のための基盤技術として、どれも重要な要素技術ではあるが、こ

れを国のプロジェクトとして行うことの意義付けが不足しているように見える。技術

開発の成果を今後に一層活かすためにも、その意義をさらに明確に説明すること
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が不可欠である。 

「宇宙基本計画」（平成 21 年 6 月 2 日宇宙開発戦略本部決定）において宇宙機

器産業の国際競争力強化の推進のため、国際的な市場競争力を考慮した基盤技

術の強化を推進する旨、決定されている。本技術開発は、この方針に沿い、我が

国の衛星産業を国際的にも競争力のあるものにしていくための技術開発である。 

 

●「高排熱型熱制御技術」、「次世代イオンエンジン技術」がなぜ準天頂衛星に必要

であるかの合理的説明がなされていない。 

本技術開発は、準天頂衛星専用の技術開発として行っているわけではなく、準

天頂衛星をはじめとする次世代衛星に不可欠となる基盤技術の開発を行うことを

目的としている。その実証機会として準天頂衛星初号機を活用することとしてい

る。 

 

●測位用擬似時計以外は、衛星一般に通ずることであるので準天頂衛星に関連づ

ける意図がわかりにくい。 

上記と同様。 

 

●商業衛星をターゲットとした高排熱技術やイオンエンジン技術の研究開発に国の

関与がどの程度必要であったのかは、議論の残るところである。 

欧米においてもその国の重要なインフラ整備に必要なキーとなるサブシステム

技術については国の研究開発事業として実施されている。そしてそのインフラ又は

システムが事業化されるにつれて、サブシステムも商業ベースで提供されるように

なる。その観点で考えた場合、結果として商業衛星をターゲットとしても国が関与

するのは妥当と考える。このことは宇宙基本計画に照らしてみても妥当である。 

 

●イオンエンジンについてはホールスラスタへの見直しが行われ、この変更は妥当で

ある。ただ、外国特許を避けながらの開発には困難が伴っているように思える。静

止軌道上の衛星軌道制御に加えて、最近は超低高度衛星の軌道制御にも有効で

あることが新聞報道されていることから、実用化のターゲットを広げていただきたい。

また、準天頂衛星後継機への搭載のためにはイオンエンジン噴射による時刻への

誤差が明確にできる解析が必要となるだろう。 

実用化については、三菱電機株式会社標準バス DS2000、DS2000L への適用に

ついて検討されているところである。また準天頂衛星後継機他次世代衛星への適

用については、衛星の規模（衛星質量、軌道上寿命）・用途（衛星のミッション、南

北軌道制御・オービットレイジング・姿勢制御等の制御目的）に応じて検討してい

く。 
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■検証モデルの技術実証に係る環境整備（準天頂衛星初号機の開発） 

＜独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）において実施した共通基盤整備＞ 

【目標】 

準天頂衛星システムに求められる衛星の軽量化・長寿命化等に関する基盤技

術の開発による検証モデルを準天頂衛星初号機に搭載することによる宇宙実証を

実現するために必要な環境整備を実施する。 

【指標】 

研究開発の内容として、以下を実施することで宇宙実証に係る環境整備を達成

する。 

（1）詳細設計 

（2）プロトフライトモデルの部分製作 

（3）維持設計 

（4）地上支援装置整備 

（5）衛星射場輸送 

（6）運用準備作業等 

（7）射場整備作業 

【目標設定根拠】 

本事業は、準天頂衛星システムに求められる衛星の軽量化・長寿命化等に関す

る基盤技術の開発による検証モデルを準天頂衛星初号機に搭載することにより宇

宙実証をしようとする研究開発である。実施にあたっては準天頂衛星初号機の責

任機関である、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）取りま

とめの下に開発を実施する。開発した衛星の基盤技術を宇宙という過酷な環境下

において実証することにより、我が国衛星メーカの国際市場における競争力強化

に資することが期待される。 

 

２－２－Ｉ’ 全体の目標設定 

２－３－Ｉ’ 個別要素技術の目標設定 

表 2-3-Ｉ’-1．個別要素技術の目標 

要素技術 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

検証モデルの技術実証に係

る環境整備 

準天頂衛星システムに求めら

れる衛星の軽量化・長寿命化

等に関する基盤技術の開発

による検証モデルを準天頂衛

星初号機に搭載することによ

り宇宙実証する 

開発した衛星の基盤技術を宇

宙という過酷な環境下において

実証することにより、我が国衛

星メーカーの国際市場における

競争力強化に資することが期待

される 
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３－Ｉ’ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｉ’ 成果 

３－１－１－Ｉ’ 全体成果 

（１）詳細設計 

機構が行った基本設計により制定した、準天頂衛星システムの開発にかかる技

術仕様書（機構文書）等に従い、高精度測位実験ミッションの要求を満足し、かつ経

済産業省研究開発品と適正なインタフェースを持つ、準天頂衛星初号機の詳細設

計を行った。 

詳細設計は、電子機器等の単位である「コンポーネント」、複数コンポーネントから

構成される機能単位である「サブシステム」、そして複数サブシステムを統合した「全

体システム」という３段階で、順次実施した。 

 

（２）プロトフライトモデルの製作･試験 

詳細設計結果に基づき、準天頂衛星初号機のプロトフライトモデルを構成要素で

ある、「コンポーネント」、「サブシステム」、「全体システム」という３段階にわけ、順次、

製作・試験を行った。 

各サブシステムを構成するコンポーネント等の機器の開発を経て、完成した各構

成コンポーネントは、製作及び試験を完了したものから順次、衛星システムに引き渡

され、衛星システムに取付けた（衛星システムインテグレーション）。衛星システムイ

ンテグレーション作業が終了した後、衛星システムを組上げた状態で、衛星の総合

的な機能、性能ならびに打上げ時の振動環境や宇宙での熱・真空環境での耐性を

確認するための、「衛星システムプロトフライト試験（システム PFT）」を実施した。 

 

（３）維持設計 

各サブシステム並びに全体システムの製造・試験結果に合わせ、必要に応じて修

正設計を行なう「維持設計」作業を行い、詳細設計結果を見直すと共に、文書の維

持・改訂を実施した。また、サブシステム及び衛星システムに対して、維持設計作業

の反映作業、製造図面の出図作業等を行いフライト品の製造に供した。 

 

（４）地上支援装置整備 

｢コンポーネント製作・試験｣、｢サブシステム組立・試験｣並びに、｢システムインテ

グレーション・試験｣に必要な地上試験装置の整備を実施した。整備にあたっては、

経済産業省殿及び機構の研究開発で作成した既存装置の活用による効率化に配

慮している。 

 

（５）衛星射場輸送 

プロトフライトモデル及び射場作業に必要な各種試験装置を衛星工場から射場に

輸送した。また、使用済みの各種試験装置を衛星工場に返送した。 
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（６）運用準備作業 

衛星運用のための運用手引書(SOOH)、運用手順書(SOP)、ならびに軌道上での

衛星機能確認（技術実証データ取得含む）のための試験手順書（SOCP）及び運用

に必要となるテレメトリ・コマンドのデータベースの作成等を行った。 

 

（７）射場作業 

種子島宇宙センターへ輸送後、プロトフライトモデルを開梱し、機構の増田宇宙通

信所を利用した空中線を利用した通信適合性確認を含む最終機能確認を実施し、

推進薬の充填を行った後、打上げロケットに搭載した。その後、H-IIA ロケット側と協

働して打上げに向けての最終準備作業を進め、平成 22 年 9 月 11 日に、準天頂衛

星初号機を H-IIA ロケット 18 号機により打ち上げた。 

 

３－１－２－Ｉ’ 個別要素技術成果 

①詳細設計 

 基本設計により制定した、準天頂衛星システムの開発にかかる技術仕様書（機構

文書）に従い、高精度測位実験ミッションの要求を満足し、かつ経済産業省研究開発

品と適正なインタフェースを持つ、準天頂衛星初号機の詳細設計を進めた。 

また、詳細設計結果が要求仕様と合致しており、次フェーズであるフライト品製作

に進むことの妥当性を審査する詳細設計審査を実施した。詳細設計審査は、電子機

器等の単位である「コンポーネント」、複数コンポーネントから構成される機能単位で

ある「サブシステム」、そして複数サブシステムを統合した「全体システム」という３段

階にわけ、順次実施した。 

詳細設計作業は、衛星システムメーカ実施の準天頂衛星システム詳細設計審査

に加え、準天頂衛星追跡管制システム、高精度測位実験システム等、準天頂衛星シ

ステムの構成要素全ての詳細設計結果の妥当性を、各システム間のインタフェース

条件の充足を含めて確認する詳細設計審査（総括審査：JAXA 審査）を平成２０年８

月４日に、経済産業省を含む関係省・研究機関の参加のもと実施し、完了した。 

②プロトフライトモデルの製作･試験 

 準天頂衛星システムの開発にかかる技術仕様書（機構文書）に従い、高精度測位

実験ミッションの要求を満足し、かつ経済産業省研究開発品と適正なインタフェースを

持つ、準天頂衛星初号機の詳細設計を実施し、平成２０年５月の衛星システムメーカ

における詳細設計審査会、加えて、平成２０年８月には、高精度測位実験システムや

準天頂衛星追跡管制システム等他の準天頂衛星システム構成要素の詳細設計結果

も合わせて審議を行う「準天頂衛星システム詳細設計審査―総括審査」（JAXA 主催

審査会）により確認した。 

詳細設計結果に基づき、準天頂衛星初号機のプロトフライトモデルを構成要素で

ある、「コンポーネント」、複数コンポーネントから構成される機能単位である「サブシ

ステム」、そして複数サブシステムを統合した「全体システム」という３段階にわけ、順
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次、製作・試験を行った。 

各サブシステムを構成するコンポーネント等の機器は、コンポーネント詳細設計審

査結果を受けて製作を開始した。 

各構成コンポーネントは、製作及び試験を完了されたものから順次、衛星システム

に引き渡され、衛星システムに取付けられた（衛星システムインテグレーション）。衛

星システムインテグレーションは、平成２０年１１月から開始した。作業は、衛星バスシ

ステムに引き渡された搭載機器を、各搭載モジュールに組み込ながら各機器間の電

気的・機械的インタフェースの確認を行いながら進められた。 

衛星システムインテグレーション作業が終了した後、衛星システムを組あげた状態

で、衛星の総合的な機能、性能ならびに打上げ時の振動環境や宇宙での熱・真空環

境での耐性を確認するための、「衛星システムプロトフライト試験（システム PFT）」を、

平成２１年８月１７日より開始した。システム PFT は概ね計画通り進められ、平成２２

年４月１２日に完了した。 

  

図 3-1-2-Ｉ’-1.  熱真空試験の準備の状況（左）振動試験の状況（右） 

 

システム PFTの結果については、衛星システムメーカ実施のシステムプロトフライト

試験後審査（システム PQR）を平成２２年４月２６日に開催し、システム PFT が計画通

り実施され、フライト品質を有していることを確認した。 

また、準天頂衛星初号機、準天頂衛星追跡管制システム、高精度測位実験システ

ム等、準天頂衛星システムの構成要素全ての開発結果の妥当性を、各システム間の

インタフェース条件の充足を含めて確認する準天頂衛星システム（QZSS）開発完了

審査（JAXA 審査）を平成２２年４月２８日に、経済産業省を含む関係省・研究機関の

参加のもと実施し、準天頂衛星システムの構成要素全てが、開発仕様書等のベース

ライン文書の要求仕様を満足し開発がされていることを、システム PFT、総合システ

ム検証（衛星と地上設備を組み合わて実施する試験）等の結果により確認し、次フェ

ーズ（打上げにむけた射場作業）へ移行した。 

③維持設計 

・各サブシステム及びその構成コンポーネントについて、詳細設計作業に引き続き、
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サブシステム及び衛星システム維持設計作業の反映作業、製造図面の出図作業等

を行いフライト品の製造に供した。 

・衛星搭載の全てのコンポーネントに対して、その製造/組立て段階における品質保

証活動の一環として、PWB基板レベル、モジュールレベル及びコンポーネントレベル

でMIP(Mandatory Inspection Point)検査を実施し、搭載コンポーネントの品質向上に

努めた。 

・サブシステム維持設計の作業として、各サブシステム若しくはコンポーネントレベル

での試験結果等に基づき、必要が生じた場合詳細設計結果を見直すと共に、詳細

設計で作成した文書の維持・改訂を実施した。 

・衛星システムの維持設計の作業として、システムインテグレーション、システム PFT

の試験結果、サブシステム維持設計作業の結果反映、ロケットシステムや追跡管制

システム等の他システムとの I/F 設計の反映等に基づき、必要が生じた場合詳細設

計結果を見直すと共に、詳細設計で作成した文書の維持・改訂を実施した。 

④地上支援装置整備 

・「コンポーネント製作･試験」、「サブシステム組立･試験」並びに、「システムインテグ

レーション･試験」に必要な地上試験装置の整備を実施した。 

・整備に当たっては、機構の技術試験衛星Ⅷ型の研究開発で製作した既存装置の流

用、改修、経済産業省/NEDO の研究開発で整備した装置の借用等を行い必用最

小限な整備としている。 

⑤衛星射場輸送 

システム PFT 完了後、平成 22 年 5 月に三菱電機㈱ 鎌倉製作所から種子島宇宙

センターに準天頂衛星初号機、試験装置等を輸送した。また試験装置等については、

平成 22 年 8 月から 9 月にかけて使用済品から適宜撤収を行った。 

⑥運用準備作業等 

・衛星運用のための運用手引書(SOOH)、運用手順書(SOP)、ならびに軌道上での衛

星機能確認（技術実証データ取得含む）のための試験手順書（SOCP）及び運用に

必要となるテレメトリ・コマンドのデータベースの作成等を行った。 

・テレメトリ・コマンドのデータベースを各種試験結果等を反映し維持改訂するとともに、

運用手順書の作成を行った。 

⑦射場作業 

衛星の種子島宇宙センターへの輸送完了後、打上げに向けての作業を実施した。

射場での作業は、衛星として打上げるまでの最終準備をするための作業（射場搬入

後試験）と射場搬入後試験終了後に H-IIA ロケットと協働して打上げにむけて最終準

備をするための作業（射場整備作業）とに大別される。 

・射場搬入後試験 

射場搬入後試験は平成２２年５月１３日に開始、平成２２年８月２０日に終了。 

射場搬入後試験の終了を受けて、衛星システムメーカ実施の納入前審査会（シ

ステムPSR）を平成２２年８月２３日に開催し、予定されていた射場搬入後試験項目
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が全て実施され、システム PQR にて確認されたフライト品質が維持されていること

を確認した。 

また、システム PSR の結果を受けて、射場整備作業への移行及び打上げ時の

衛星受領にあたり、調達仕様書(JAXA と三菱電機㈱との「準天頂衛星初号機」に

関する契約)に規定されている契約上の要求条件を準天頂衛星初号機が満足して

いることについて審査する、納入事前確認審査（JAXA審査）を平成２２年８月２３日

に、経済産業省を含む関係省・研究機関の参加のもと実施した。準天頂衛星初号

機が、射場整備作業への移行にむけて品質が維持されていること、及び射場搬入

後試験終了時点において、衛星受領の条件を満たしていることが確認され、次フェ

ーズ（射場整備作業）へ移行した。 

・射場整備作業 

1)ロケットとの共同作業 

   衛星の打上げにむけて、衛星と PAF 部の結合作業、衛星とフェアリング部の結

合作業等を、ロケット側と共同で作業を実施した。その後、フェアリングごと、大型ロ

ケット組立棟へ移動し、H-IIA ロケット 18 号機に結合した。図 3-1-2-Ｉ’-2 に衛星と

フェアリング部の結合作業風景を示す。 

 
図 3-1-2-Ｉ’-2. 衛星とフェアリング部の結合作業風景（平成 22 年 8 月 26 日） 

2)衛星システム点検 

  本作業は、衛星とロケットの結合後、各種結線（コマンドライン、電源ライン等）が

正常におこなわれており、衛星の状態が健全であることの確認を行う作業である。 

  本作業は、平成２２年９月２日に実施され、各種結線が正常におこなわれており、

衛星の状態が健全であることが確認された。 
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 3)最終準備完了確認会 

  準天頂衛星初号機、Ｈ-IIA ロケット 18 号機、及び追跡管制システムが、打上げに

対する準備が整っていることの確認を目的に、最終準備完了確認会（三菱重工業

株式会社（MHI）主催）が MHI、JAXA 等の打上げ作業に関与する機関、メーカの参

加のもと平成２２年９月９日に開催され、平成２２年９月１１日の打上げに向けて、

作業を開始可能であることが確認された。 

 4)Y-0 カウントダウン 

  最終準備完了確認会の結果の後、カウントダウン作業が開始された。準天頂衛星

初号機については、打上げ予定時刻の７時間前から衛星立ち上げ作業を開始した。

順調に作業が進められ、打上げ予定時刻通り、平成２２年９月１１日２０時１７分

（JST）に、H-IIA ロケット 18 号機は種子島宇宙センターから打上げられた。 

⑧準天頂衛星初号機打上げ及びその後の状況 

打上げられた準天頂衛星初号機は、同日２０時４５分２７秒（JST）にロケットから

分離され、所定のトランスファー軌道に投入された。 

その後、５回の軌道変更運用（AEF）、５回の軌道制御運用を経て、平成２２年９

月２７日に、準天頂軌道へ投入された。 

軌道投入後、約 3 ヶ月にわたって、準天頂衛星初号機及び追跡管制システムと

高精度測位実験システム（地上系）も含めた準天頂衛星システムについて、初期機

能確認を実施し、所定の機能及び性能を満たしていることを確認した。 

平成２２年１２月１３日より定常運用へ移行し、平成２２年１２月１５日から、関係

機関も含めて、各種技術実証、利用実証が開始された。現在でも、継続して、技術

実証、利用実証が実施されおり、関係機関も含め、様々な成果が挙げられている。 
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３－１－３－Ｉ’ 特許出願状況等 

表 3-1-3-Ｉ’-1． 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

 

 題目・メディア等 時期 

論文 第 52 回 宇宙科学技術連合講演会 

「準天頂測位衛星初号機システムの特徴および開発状況」 

H20.11 

 第 53 回 宇宙科学技術連合講演会 

「準天頂衛星システムの開発状況と実験計画」 

H21.9 

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会「準天頂測位衛星初号機（みちびき）

バス初期チェックアウト報告」 

H22.11 

 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究会「準天頂測位衛

星初号機の電源設計」 

H20.6 

 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究会「準天頂衛星シス

テムの開発状況」 

H21.6 

 The 26th International Symposium on Space Technology and Science

「Key Features of Quasi Zenith Satellite Bus System」 

H20.6 

発表 第三回 衛星測位と地理空間情報フォーラム「準天頂衛星システムの開

発状況と技術実証計画の概要」 

H20.5 

 第五回 衛星測位と地理空間情報フォーラム「準天頂衛星プロジェクトと

海外のとりまく状況」 

H21.5 

 第六回 衛星測位と地理空間情報フォーラム「準天頂衛星初号機の準

備状況と技術実証」 

H21.11 

 第六回 衛星測位と地理空間情報フォーラム「準天頂衛星初号機の準

備状況と技術実証」 

H22.5 

 第七回 衛星測位と地理空間情報フォーラム「特別講演：「みちびき」の

状況と技術実証について」 

H22.11 

特許 なし  
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３－２－Ｉ’ 目標の達成度 

表 3-2-Ｉ’-1．目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 

 

成果 達成

度 

検証モデルの

技術実証に係

る環境整備 

準天頂衛星システムに求

められる衛星の軽量化・

長寿命化等に関する基

盤技術の開発による検

証モデルを準天頂衛星

初号機に搭載することに

より宇宙実証する 

検証モデルの宇宙実証に向

け、準天頂衛星初号機の詳細

設計、プロとフライトモデルの

製作・試験、維持設計、地上支

援装置整備、衛星射場輸送、

運用準備作業、射場作業を実

施した。平成２２年９月１１日に

H-ⅡA ロケットにより準天頂衛

星初号機を打ち上げ、宇宙実

証の環境整備が完了した。 

達成 

 

４－Ｉ’ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｉ’ 事業化の見通し 

以下の開発の当該箇所参照 

・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発（491 ページ参照） 

 

４－２－Ｉ’ 波及効果 

以下の開発の当該箇所参照 

・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発（500 ページ参照） 

 

 

５－I’ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｉ’ 研究開発計画 

研究開発計画（実績）を表 5-1-Ｉ’-1 に示す。 

 

表 5-1-Ｉ’-1．研究開発計画 

実施項目／年度 １９ ２０ ２１ ２２ 

検証モデルの技術実

証に係る環境整備 

    
詳細設計

 
○○ 

○ 

維持設計 

 プロトフライトモデルの製作・試験 

地上支援装置整備 

運用準備作業等 

輸送 
射場作業 
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５－２－Ｉ’ 研究開発実施者の実施体制・運営 

開 発 体 制 を 図 5-2- Ｉ ’-1 に 示 す 。 （ 2009 年 １ 月 と 現 在 の 体 制 は 同 じ ）

 
 図 5-2-I’-1 
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５－３－Ｉ’ 資金配分 

資金配分（予算）を表 5-3-Ｉ’-1 に示す。（単位：百万円） 

表 5-3-Ｉ’-1 資金配分表 

研究開発項目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 250 230 328 568 240 118 10 30 1,774

②次世代イオンエンジン技術開発 300 430 490 300 162 127 0 0 1,809

③測位用擬似時計技術開発 50 90 82 130 120 90 52 86 700

④検証モデルの技術実証に係る環境整
　備（一般会計）

0 0 0 0 126 325 538 285 1,274

計 600 750 900 998 648 660 600 401 5,557

 

 

５－４－Ｉ’ 費用対効果 

以下の開発の当該箇所参照 

・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発（509 ページ参照） 

 

５－５－Ｉ’ 変化への対応 

以下の開発の当該箇所参照 

・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発（510 ページ参照） 
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Ｊ 次世代構造部材創製・加工技術開発

事業 

（次世代衛星基盤技術開発） 

 

 

 

 

 

 

 

 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 

(USEF) 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 
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１－Ｊ 事業の目的・政策的位置付け 

１－１－Ｊ 事業の目的 

測位衛星の代表であり、米国国防総省が運用している GPS（Global Positioning 

System）は、今日、カーナビゲーションをはじめとして様々な分野で利用されている。 

 衛星測位（人工衛星からの信号を受信することにより地上の位置を特定する技術）

を行うためには、４機の衛星から信号を受信して位置計算を行う必要がある。しかし、

山間部やビル陰等においては、GPS 衛星からの信号が遮られてしまうことがあり、そ

の場合、測位が困難になる。 

 このため、日本の天頂付近に衛星を配備することによって、山間部やビル陰等にお

いても GPS の補完が可能となる「準天頂衛星システム」の開発が進められることとな

った。準天頂衛星システムは、GPS の測位精度（数 m～十数 m）を向上させる補強信

号の提供機能も併せもち、我が国が独自に開発を進める測位衛星である。 

 準天頂衛星システムが実用化されれば、測位可能な場所と効率性が大幅に向上す

る（補完機能）とともに、測位精度を１ｍ程度（測量用の高精度受信機では数 cm 程

度）まで高める（補強機能）ことが可能となり、既存サービスの高度化や新産業の創

出が期待できる。また、測位衛星は現在、上述した米国の他、欧州、ロシア、中国、イ

ンドでも開発が進められており、特にアジア・オセアニア地域においては、覇権争いと

もいうべき状況となっている。 

 このような状況の中、政府は、文部科学省をとりまとめとして、総務省、国土交通省

及び経済産業省の４省連携において、準天頂衛星システムの開発に取り組むことと

なった。当省は、衛星の大型化・高密度化といった、準天頂衛星をはじめとする次世

代衛星に要求されるミッションに対応するための技術開発を担当し、本事業において

は、CFRP（炭素繊維複合材料）を用いた大型構体（次世代衛星用セントラルシリン

ダ）用一体成形技術の確立を目指した。 

 また、本事業によって軽量・高強度な次世代の構造部材の創製及び加工技術が確

立されれば、航空機・高速車両等、多分野への応用も想定され、先進材料の本格導

入にもつながるものである。 

 

１－２－Ｊ 政策的位置づけ 

準天頂衛星に関しては、平成 18 年 3 月 31 日に開催された「測位・地理空間情報シ

ステム等推進会議」において、「準天頂衛星システム計画の推進に係る基本方針」が

決定された。基本方針においては、「まず、官が主体となって準天頂衛星システム計

画を立ち上げること。」、「まず第１段階として、官が中心となって 1 機の準天頂衛星に

より、研究開発４省により技術実証、民、利用省庁等による利用実証を行う。」等が定

められた。 

その後、「地理空間情報活用推進基本法」（平成 19 年法律第 63 号）が成立し、国

は、衛星測位に係る研究開発並びに技術及び利用可能性に関する実証を推進する

こと、衛星測位の利用の促進を図るために必要な施策を講じることとされた。 
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地理空間情報活用推進基本法を受けて策定された「地理空間情報活用推進基本

計画」（平成 20 年 4 月 15 日閣議決定）においては、初号機の準天頂衛星による技術

実証・利用実証（第１段階）を推進するに当たっては、文部科学省がとりまとめ担当と

なり、総務省、経済産業省及び国土交通省の協力を得て計画を推進すること、第 1 段

階から第 2 段階への進め方についてなどが決定された。 

 

宇宙分野においては、「宇宙基本法」（平成 20 年法律第 43 号）において、国は、宇

宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること、測位に関する情報シ

ステム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずることとされた。 

宇宙基本法を受けて策定された「宇宙基本計画」（平成 21 年 6 月 2 日宇宙開発戦

略本部決定）においては、準天頂衛星を活用して高精度な測位を達成し、人工衛星と

地上システムが連携した、シームレスなパーソナルナビゲーション等の新たな利用ア

プリケーションの創出による利便性向上や「公共の安全の確保」のニーズにおける国

及び国民の安全・安心の実現に資することを目的とする旨、決定された。 

 

１－３－Ｊ 国の関与の必要性 

衛星測位システムは、２１世紀の社会インフラとも呼ばれており、米国、欧州、ロシ

ア、中国、インドでは国が主導して、整備が進められている。 

衛星測位システムは、その利益を広く国民全体が享受するものである。現状のＧＰ

Ｓよりも測位可能な場所が広がり、高精度な測位が可能となれば、カーナビゲーショ

ン等のほか、建設機械や農業機械による自動運転、航空・鉄道等の運行支援・管理、

ＩＴＳ等の交通システム、マンナビゲーションによる観光案内等、様々な高度化された

サービスの提供が期待される。準天頂衛星システムによる測位は、これらのサービス

の共通基盤となるものであり、国が率先して整備を進める必要がある。 

また、準天頂衛星をはじめとした次世代衛星に必要不可欠であり、本事業におい

て開発を実施する、CFRP（炭素繊維複合材料）を用いた大型構体（次世代衛星用セ

ントラルシリンダ）用一体成形技術は、構体の軽量化に大きく貢献し、航空機・高速車

両等への波及効果も期待できる。よって、エネルギー使用合理化に資する先進材料

の基盤整備につながり、国が先導的に実証を行うべき事業である。 
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２－Ｊ 研究開発目標 

２－１－Ｊ 研究開発目標 

全体目標 

本事業の目標は、我が国の経済活性化に寄与すると期待されている準天頂衛星

システムの早期実用化及び事業化を推進し、我が国の経済再生への貢献、国際商

業市場における我が国衛星メーカの競争力強化を図るものである。また、その成果

は、需要増加の割合が高い運輸部門の輸送機器の軽量化、効率化につながること

から、これら輸送系のエネルギー使用効率の向上にも資する。 

準天頂衛星は、文部科学省をとりまとめとして、総務省、国土交通省及び経済産業

省の４省連携により開発が進められたが、当省における研究開発は以下のとおり。 

準天頂衛星システムを構築するとともに次世代基盤技術として産業競争力強化に

も繋がる衛星の高度化、長寿命化等に関する技術である、①衛星構体の高排熱型

熱制御技術＊、②次世代イオンエンジン技術＊、③測位用擬似時計技術＊、及び我

が国の次世代を担う衛星に不可欠な基盤技術として、④異種材料を含む大型構造体

用複合材料製造設計技術、⑤衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術＊の開

発を実施する。本事業では、上述の要素技術開発のうち、④の開発を行う。 

＊ ①～③は一般会計（I．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト））、⑤

は NEDO で実施する。 

なお、上記①～④の要素技術は、図 2-1-J-1 に示すように衛星システムにおいて

バス系の各サブシステム（①熱制御系、②推進系、④構体系）、及びペイロード系サ

ブシステム（③測位系）に適用される。 

注) ①熱制御系、②推進系、③測位用擬似時計技術は、一般会計（I．次世代衛星基盤技術開発プログラ

ム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト））で実施した。 

図 2-1-Ｊ-1．要素技術開発成果の適用部 
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２－２－Ｊ 全体の目標設定 

表 2-2-Ｊ-1． 全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

準天頂衛星システムの構築に不

可欠な基盤技術として産業競争力

強化にも直結する衛星の高度化、

長寿命化等に関する技術及び我が

国の次世代を担う衛星に不可欠な

基盤技術として異種材料を含む大

型構造体用複合材料製造設計技術

の開発を行う。 

－ 本技術の確立により、高精度測位

を行うための基盤技術、産業競争力

強化にも直結する衛星の軽量化、高

度化等に関する基盤技術の形成が見

込まれることから、我が国衛星メーカ

の国際市場における競争力強化に繋

がる。 

 

２－３－Ｊ 個別要素技術の目標設定 

平成 15～16 年度の研究開発期間を第 1 期とし、第 1 期の研究開発完了後に中間

評価を実施する。また、平成 17～23 年度の研究開発期間を第 2 期とし、第 2 期の研

究開発完了後に事後評価を実施する。個別要素技術の目標を表 2-3-Ｊ-1 に示す。 

表 2-3-Ｊ-1．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

異種材料を

含む大型構造

体用複合材料

製造設計技術

開発 

精密大型構造体の主構造となる一

体成形 CFRP シリンダ（約 3ｍ長×１

ｍ径）技術及び熱制御用デバイス等

の異種材料を埋め込んだ複合材製パ

ネル（約 2ｍ角）技術を開発する。ここ

に構造体の使用温度範囲は-30℃～

+70℃とし、この温度範囲に於いて熱

歪みによる破壊を生じないこと及び熱

制御用デバイス等の異種材料を埋め

込んだ複合材製パネルの尐なくとも

一方向の線熱膨張率が 5ppm/℃ 以

下であることを確認する。 

衛星構体について打上げ環境･軌

道上環境に適合し且つ衛星構体重量

削減目標 10％以上の実現性を地上

検証試験により実証する。加えて、シ

リンダについては準天頂測位衛星を

用いた実証実験を実施する。 

アンテナ、センサー等の指向精度に

最も影響を及ぼす地球指向パネルの

熱変形による角度変化の許容値は±

0.04 deg である。 

これを実現するためには、地球指向

面パネルの線熱膨張率は 5ppm/℃以

下とすることが必要である。 

セントラルシリンダは構造系質量の

うち約 30％を占めており、軽量化を行

えばその効果は大きい。 

打上げ時衛星全質量に対する構体

系質量の比（構体系質量比）は、三軸

姿勢制御方式の静止衛星の場合は通

常 6％前後である。 

現状値から 10％の軽量化を達成する

ことにより、構体系質量比は、世界トッ

プレベルの軽量な構体を実現すること

ができる。 
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３－Ｊ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｊ 成果 

３－１－１－Ｊ 全体成果 

平成 15 年度に研究開発を開始した、①衛星構体の高排熱型熱制御技術＊、②測

位用擬似時計技術＊、③異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術、④

衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術＊の成果は準天頂衛星初号機「みち

びき」に搭載され平成 22 年 9 月 11 日に種子島宇宙センターから打ち上げられた。 

打ち上げ時の評価および軌道上での評価の結果問題ないことを確認した。 

＊ ①、②は一般会計（I．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト））、④

は NEDO で実施する。 

 

３－１－２－Ｊ 個別要素技術成果 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発 

準天頂衛星システムの構築に不可欠な基盤技術として産業競争力強化にも直結

する衛星の高度化、長寿命化等に関する技術及び我が国の次世代を担う衛星に不

可欠な基盤技術として異種材料を含む大型構造体用複合材料設計技術の開発を

行う。研究開発計画の前半では、基本構想の策定と各要素技術の開発を重点的に

進め、後半では各技術の高度化と実機衛星への適用化を目指し、最終年度に、各

開発技術を組合せて実機衛星での打ち上げ及び軌道上実証を実施した。 

平成 20 年度から平成 22 年度の成果について以下に述べる。 

平成 20 年度の製造設計技術については、一体成形技術にて製作した検証モデ

ルに対し、解析結果と実際の製造結果を比較評価することにより、アルゴリズムの

検証を行った。また、一般産業分野へのアルゴリズムの適用を視野に、一般産業分

野にて使用する材料の材料データを取得し、材料データベースの拡充を実施した。

更に、一般産業分野用の材料においても問題なくアルゴリズムが使用できるように

改良を行うと共に、一般の使用を念頭にユーザインタフェースの開発を実施した。一

体成形技術に関しては、検証モデルのブランクシリンダに対して、衛星実機とのイン

タフェースを組込み、準天頂衛星の実際のフライトに供することが可能なセントラル

シリンダの製作を行い、製作したセントラルシリンダが準天頂衛星の実際のフライト

環境に耐え得ることを、打上げ時の環境を想定した静荷重試験および総合評価試

験（音響試験）を実施することにより確認した。 

平成 21 年度は、セントラルシリンダ検証モデルの地上実証（準天頂衛星初号機

PFT（ Proto-Flight Test）試験データとセントラルシリンダ検証モデルとの比較）を実

施した。詳細を以下に示す。 

①実施内容 

平成 20 年度に実施したセントラルシリンダ検証モデル試験結果（静荷重試験と

音響試験）と比較検討可能な準天頂衛星初号機 PFT 試験データ（振動試験デー

タ、音響試験データ）を入手し、取得した準天頂衛星初号機 PFT 試験データと既
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存のセントラルシリンダ検証モデルの試験データを比較検討し、本研究開発にて

開発したセントラルシリンダが準天頂衛星に適合することを確認する。 

上記試験の分担は以下のとおり。 

・本研究開発：セントラルシリンダ検証モデル試験（静荷重試験、音響試験） 

・JAXA   ：準天頂衛星初号機 PFT 試験（振動試験データ、音響試験） 

具体的には、以下の観点からの評価を行う。 

1）準天頂衛星初号機の振動試験結果から、セントラルシリンダ検証モデルの剛性

が支配的となる衛星全体1次共振周波数（固有振動数）の試験結果と解析予測

結果との差を求め、この差が平成 20 年度に実施したセントラルシリンダ検証モ

デルの静荷重試験結果と解析結果との差から予測される程度の差であることを

確認する。これによりセントラルシリンダ検証モデルの設計妥当性を確認する。 

2）セントラルシリンダ検証モデルが、平成 20 年度に実施した静荷重試験に耐荷し

たこと、及び、その後の準天頂衛星初号機の振動試験に耐荷したことを確認す

る。これにより、平成 20 年度に実施した静荷重試験から、準天頂衛星初号機の

PFT 試験までを通じて、セントラルシリンダ検証モデルの健全性（フライト品質）

が維持されていることを確認する。 

3）付属パネルが、平成 20 年度に実施したセントラルシリンダ検証モデルの音響試

験に耐荷したこと、及び、その後の準天頂衛星初号機の PFT 音響試験に耐荷

したことを確認する。これにより、セントラルシリンダ検証モデルと同様、平成 20

年度に実施したセントラルシリンダ検証モデルの音響試験から、準天頂衛星初

号機のプロトフライト試験までを通じて、付属パネルの健全性（フライト品質）が

維持されていることを確認する。 

②地上実証 

準天頂衛星初号機 PFT 試験データと、セントラルシリンダ検証モデル及び付属

パネルとの比較を実施した。 

③評価項目 

地上実証で評価する項目について以下に述べる。 

以下の項目を評価するにあたり、準天頂衛星初号機側（JAXA）より、PFT 試験

データを入手した。 

・ セントラルシリンダ検証モデルが所定の性能（剛性）を有していること 

・ セントラルシリンダ検証モデルがフライトに供し得る品質を有していること 

・ 付属パネルが所定の性能（剛性）がフライトに供し得る品質を有していること 

ここで、セントラルシリンダ検証モデルは本研究開発において設計及び製作を

行った品目であり、付属パネルは準天頂衛星初号機側からの仕様に基づいて本

研究開発において製作を行った品目である。 

④評価結果 

1）振動試験結果の評価 

a 剛性評価 
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試験及び解析のコンフィギュレーションは、推薬非充填、加振治具付きである。 

解析結果は、本研究開発側より提示したセントラルシリンダ構造解析モデルを

取り込んで実施した準天頂衛星初号機システム全体の解析予測結果である。 

一方、平成 20 年度の研究開発におけるセントラルシリンダ検証モデルの静荷

重試験では、セントラルシリンダ検証モデルの変位データにおける試験結果と解

析結果との比率（試験／解析）が 0.90～1.16となっている。剛性が変位に反比例し、

また、固有振動数が剛性の平方根に比例することを考慮すれば、セントラルシリ

ンダ検証モデルの剛性が支配的となる衛星全体 1 次共振周波数の試験結果と解

析結果との差（試験／解析）は 0.93～1.05 程度と予測される。 

準天頂衛星初号機における衛星全体 1 次共振周波数の試験結果と解析結果と

の差（試験／解析）は 0.98～1.01 であり、上述の予測 0.93～1.05 の範囲内となっ

ている。このことから、セントラルシリンダ構造解析モデルを用いた解析予測は妥

当な結果を与えており、セントラルシリンダ検証モデルの設計が妥当であったこと

が確認できる。 

次に、上記の解析モデルから加振治具を取り除き、推薬質量を付加したモデル

による準天頂衛星初号機全体の解析を行なった。解析は衛星分離面を剛に固定

した状態で実施した。この結果、本解析結果がロケット側からの剛性要求を満足し

ていることを確認した。 

以上より、準天頂衛星初号機システムの構造数学モデルは十分な精度を有し

ており、このモデルによるフライトコンフィギュレーションを模擬した解析結果は剛

性要求を上回っている。従って、本研究開発で設計・製作したセントラルシリンダを

搭載した準天頂衛星初号機システムが、ロケット側からの剛性要求を満足してお

り、本セントラルシリンダは所定の性能（剛性）を有している。 

b フライト品質評価 

準天頂衛星初号機の正弦波振動試験の前・後にランダムモーダル試験（伝達

関数）を実施した。 

この結果、前・後ランダムモーダル試験結果（伝達関数）において、供試体の損

傷を示すような有意差※は認められない。 

※一般に、供試体に損傷が生じた場合は、共振周波数のシフトが認められるため、試験前・後データの両

者の比較においては共振周波数のシフトがないことを確認した。また、共振時の応答倍率についても極

端に変動がないことを確認した。 

セントラルシリンダ検証モデルは、平成 20 年度に実施した静荷重試験に耐荷し

ており、また、準天頂衛星初号機の振動試験への耐性も有している。従って、平

成 20 年度に実施した静荷重試験から、準天頂衛星初号機の PFT 試験（振動試

験）までを通じて、セントラルシリンダ検証モデルの健全性（フライト品質）が維持さ

れている。 

2)音響試験結果の評価 

準天頂衛星初号機の音響試験の初期段階及び終了前の加速度 PSD を比較した。 
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この結果、音響試験の初期段階及び終了前の加速度 PSD において、供試体の

損傷を示すような有意差※は認められない。 

※振動試験データと同様、音響試験データにおいても、一般に、供試体に損傷が生じた場合は、共振周波

数のシフトが認められるため、試験初期段階・終了前の両者の比較においては共振周波数のシフトがな

いことを確認した。また、共振時の応答倍率についても極端に変動がないことを確認した。 

付属パネルは、平成 20 年度に実施した音響試験及び準天頂衛星初号機の振動

試験に耐荷している。また、準天頂衛星初号機の音響試験への耐性も有している。

従って、平成 20 年度の研究開発で実施した音響試験から、準天頂衛星初号機の

PFT 試験（振動試験、音響試験）までを通じて、付属パネルの健全性（フライト品質）

が維持されている。 

以下に準天頂衛星初号機のプロトフライト試験の状況を示す。 

 

図 3-1-2-Ｊ-1 準天頂衛星初号機外観 

[宇宙航空研究開発機構ウェブサイト フォトアーカイブより引用] 

 

図 3-1-2-Ｊ-2 準天頂衛星初号機プロトフライトモデル熱真空試験コンフィギュレーション

[宇宙航空研究開発機構ウェブサイト フォトアーカイブより引用] 
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図 3-1-2-Ｊ-3 準天頂衛星初号機プロトフライトモデル振動試験コンフィギュレーション 

[宇宙航空研究開発機構ウェブサイト フォトアーカイブより引用] 

平成 22 年度は軌道上実証（準天頂衛星初号機軌道上データと検証モデルとの比

較）を実施した。詳細を以下に示す。 

①概要 

準天頂衛星初号機システム側より H2A ロケットによる打上げ結果を入手し、評価

作業を実施した。評価の結果、実打上げ時の機械環境が、セントラルシリンダ検証

モデル及び付属パネルの設計条件及び検証試験条件以下であることを確認した。 

また、軌道上初期運用（機能確認）において、セントラルシリンダ検証モデル及び

付属パネルの機能・性能に起因する衛星システムの不具合（破損、有害な変形、異

常な振動等）が発生していないことも、準天頂衛星初号機システム側に確認した。 

以上の結果から、フライトに供したセントラルシリンダ検証モデル及び付属パネル

が、準天頂衛星初号機の打上げ環境及び軌道上環境に於いて要求される機能・性

能を発揮したことを確認した。 

②打上げ時の機械環境の詳細評価結果 

実際の衛星打上げ時の機械環境が、セントラルシリンダ検証モデル及び付属パ

ネルの設計条件及び検証試験条件以下であることを確認した。 

以下の 1)項から 3)項に、それぞれ、実打上げ時の準静的加速度環境、正弦波

振動環境、音響環境の評価を示す。なお、準天頂衛星初号機システム側からの仕

様に基づいて製作した付属パネルに関しては、音響環境に関する評価のみを実施

する。（実打上げ時の音響環境が、製作した付属パネルの健全性確認を目的として

実施した音響試験の試験条件以下であったことを確認する。） 

1)準静的加速度環境の評価 

a 設計条件 

セントラルシリンダ検証モデルは、H2A ロケット及び Ariane-5 ロケットの準静的加

速度条件への耐性を有するように設計されている。 

各ロケットの準静的加速度条件を表 3-1-2-Ｊ-1 に示す。ここで、表 3-1-2-Ｊ-1 に

示す準静的加速度条件は、衛星重心相当の加速度に対して規定される。 
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表 3-1-2-Ｊ-1. 準静的加速度条件（制限荷重） 

N.o 対象とするロ
ケットの名称 

機軸方向 
加速度 
(m／s2) 

機軸直交方向 
加速度 
(m／s2) 

備考 

1 H2A 
39.20 4.90 MECO＊直前 

31.36 17.64 LIFT-OFF 

2 Ariane-5 
58.80 9.80 SRB end of flight 

31.36 19.60 最大動圧 

表中に示される機軸方向とは、ロケット打上げ方向（鉛直方向）を示し、シリンダに対

する圧縮荷重方向を正の値とする。表中に示される機軸直交方向とは、ロケット打

上げ方向と直交する方向（水平方向）を示す。 

＊MECO ：Main Engine Cut-off 

 

b 試験実績 

セントラルシリンダ検証モデルに対しては、その健全性（フライト品質）確認のた

めに、平成 20 年度に検証試験として静荷重試験を実施した。静荷重試験の荷重

レベルは、表 3-1-2-Ｊ-1 に示す H2A の準静的加速度条件（制限荷重）の 1.20 倍

相当の荷重レベルとした。 

c  CLA 結果 

準天頂衛星初号機においては、事前に、準天頂衛星初号機／H2A ロケットの

柔結合解析（CLA：Coupled Load Analysis）を実施し、打上げ時の準静的加速度

環境の予測を行っている。 

この結果、CLA 結果における衛星重心相当加速度が、H2A の準静的加速度条

件（制限荷重）以下であることを準天頂衛星初号機の PQR において確認してい

る。 

なお、CLA 結果は、フライトイベントケース毎に、リフトオフケース、Max Q ケース、

1/2 段分離ケース、2 段エンジン燃焼振動ケースに分類されている。 

d 打上げ時の環境 

a 項にて述べたように、打上げロケットの準静的加速度条件は、衛星重心相当

加速度に対して規定されるものであるが、実際の打上げ時においては、衛星重心

の加速度が測定できない。 

このため、以下のア～ウを満足している場合に、実打上げ時の衛星重心相当

加速度が、H2A の準静的加速度条件（制限荷重）以下となっていると評価する※

方針とした。 

ア  CLA 結果における衛星重心相当加速度が、H2A の準静的加速度条件（制

限荷重）以下であること 

イ 実打上げ時に計測された静的な加速度が、CLA において適用（負荷）され

た静的な加速度に包絡されること 
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ウ 実打上げ時に計測された衛星分離部の加速度が、CLA 結果における衛星

分離部の加速度以下であること。但し、衛星重心相当加速度に寄与する低

次の振動モードを対象とする。 

※ イとウを満足すれば、実打上げ時の衛星重心相当加速度が CLA 結果における衛星重心相当加速

度以下であると言えるので、これに上記アも考慮すれば、実打上げ時の衛星重心相当加速度が H2A

の準静的加速度条件（制限荷重）以下となっていると評価することができる。 

上記の評価方針に従い、準天頂衛星初号機の打上げ時の準静的加速度環境

の評価を行った。 

この結果、アに関しては、ｃ項に示したように CLA 結果における衛星重心相当

加速度が H2A の準静的加速度条件（制限荷重）以下となっている。イに関しては、

実打上げ時に計測された静的な加速度が CLA において適用（負荷）された静的

な加速度に包絡されていることを確認した。ウに関しては、実打上げ時に計測さ

れた衛星分離部の加速度が CLA 結果における衛星分離部の加速度以下である

ことを確認した。従って、打上げ結果はア～ウを満足しており、実打上げ時の衛星

重心相当加速度が H2A の準静的加速度条件（制限荷重）以下であると分かる。 

上述した a～d の内容から、実打上げ時の衛星重心相当加速度が、H2A の準静

的加速度条件（制限荷重）以下であり、従って、セントラルシリンダ検証モデルの設

計条件以下であることを確認した。また、セントラルシリンダ検証モデルに対して設

計条件（制限荷重）の 1.20 倍相当の荷重レベルで静荷重試験を実施していることか

ら、実打上げ時の準静的加速度環境が、静荷重試験で検証されたレベル以下であ

ることを確認した。 

2）正弦波振動環境の評価 

セントラルシリンダ検証モデルの設計においては、H2A 及び Ariane-5 の正弦波振

動環境を考慮した。 

H2A 及び Ariane-5 の正弦波振動環境を表 3-1-2-Ｊ-2 に示す。ここで、表 3-1-2-

Ｊ-2 の正弦波振動環境は、衛星分離面の加速度として規定される。 

 

表 3-1-2-Ｊ-2. 正弦波振動環境（最大予測レベル） 

N.o 
ロケット 
名称 

機軸方向 機軸直交方向 

周波数 
入力加速度 
（×9.8m/s2） 

周波数 
入力加速度 
（×9.8m/s2） 

１ H2A 
5～30Hz 1.0 5～18Hz 0.7 

30～100Hz 0.8 18～100Hz 0.6 

2 Ariane-5 5～100Hz 1.0 
2～25Hz 0.8 

25～100Hz 0.6 

 

但し、H2A 及び Ariane-5 のいずれのロケットにおいても、正弦波振動試験時にお
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ける衛星重心相当加速度応答は、各ロケット準静的加速度条件あるいは CLA 結果

における衛星重心相当加速度が上限となる。即ち、各ロケットの準静的加速度条件

あるいは CLA 結果における衛星重心相当加速度でのノッチング（振動入力レベル

の低減）が許容されている。このことから、衛星重心相当加速度が強度設計の支配

的要因となるセントラルシリンダ検証モデルにおいては、正弦波振動環境は主要な

設計条件とはならない。 

フライト結果として示されている衛星分離面加速度と、表 3-1-2-Ｊ-2に示した H2A

の正弦波振動環境（最大予測レベル）とを比較すると、実打上げ時の衛星分離面加

速度が、H2A の正弦波振動環境（最大予測レベル）以下となっている。このことから、

実打上げ時の正弦波振動環境が、設計時に考慮したレベル以下であることを確認

した。 

 

3）音響環境の評価 

a 試験実績 

セントラルシリンダ検証モデル及び付属パネル※の設計・製作においては、その

健全性（フライト品質）確認のために、平成 20 年度に音響試験を実施した。 

※ セントラルシリンダ検証モデルは本研究開発において設計及び製作を行った品目であり、付属パネル

は、セントラルシリンダ検証モデルの試験検証用として、準天頂衛星初号機システム側からの仕様に

基づいて本研究開発において製作を行った品目である。 

実施した音響試験の試験条件は、準天頂衛星初号機の打上げロケットである

H2A-202 の音響環境の最大予測レベルとし、また、負荷時間は 40 秒とした。 

H2A-202 の音響環境の最大予測レベルを表 3-1-2-Ｊ-3 に示す。 

 

表 3-1-2-Ｊ-3. H2A-202 の音響環境（最大予測レベル） 
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b 打上げ時の音響環境 

H2A ロケットによる準天頂衛星初号機の実打上げ時の音響環境と、平成 20 年

度に実施した音響試験の試験条件を比較した。 

この結果、打上げ時の音響環境が、セントラルシリンダ検証モデル及び付属パ

ネルに対して実施した音響試験（フライト品質検証）の試験条件以下であることを

確認した。 

 

３－１－３－Ｊ 特許出願状況等 

表 3-1-3-Ｊ-1 論文、投稿、発表、特許リスト 

 

 題目・メディア等 時期 

論文 金沢工業大学 材料システム研究所編集論文集 「材料システム」 

「熱硬化成形プロセスを考慮した複合材料製造設計技術の開発 第 1 報：

熱硬化成形シミュレーション」 

H22.1 

投稿 金沢工業大学 材料システム研究所編集論文集 「材料システム」 

熱硬化成形プロセスを考慮した複合材料製造設計技術の開発 第 2 報：

製造法の違いによる成形品の力学的特性への影響評価 

H22.3 

発表 日本複合材料学会  

「複合材料製造設計ツールの開発（III） 

樹脂硬化収縮挙動の設計ツール化の検討 

H20.6 

 第 33 回日本複合材料シンポジウム 

「複合材料熱硬化成形シミュレーションの開発（V） 

金型設計支援ツールの開発」 

H20.10 

 第 34 回日本複合材料シンポジウム 

「複合材料熱硬化成形シミュレーションの開発（VI） 

－ＣＦＲＰ大型成形品の成形寸法予測と実験的検証」 

H21.9 

 第 8 回試験技術ワークショップ 

「光ファイバセンサによる大型 CFRP 構造体の成形モニタリング」 

H22.11 

特許 なし  
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３－２－Ｊ 目標の達成度 

 

表 3-2-Ｊ-1 中間評価時点の目標に対する達成度 

目標値 成果 達成度 

(1)熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

 CFRP 構造体の使用条件およ

び製造条件（材料の種類、温

度条件等）による熱特性、成

形歪の解析シミュレーションツ

ールを開発すること。 

 

解析ツールの作成に必要となる材料デ

ータベースと、本解析ツールの基本部

分を作成し、解析を実施した。 

 

 

 

達成 

(2)複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

 一体成形された精密な複合材

料製大型構造体の一部分を

なす構造体(約 1m 立方)の開

発及び試作を行うこと。 

 

 

精密な複雑形状を有する構造体(直径

1.3m×高さ 2.4m)を一体成形にて試作

し、試作後の外観検査において問題の

ないことを確認した。 

 

達成 

(3)異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成形技術の開発 

 異なる材料による接合部分を

有するパネル構造体(約 1m 立

方)において、使用温度範囲

-30℃～+70℃において熱歪

みによる破壊を生じないこと

及びパネルの尐なくとも一方

向の線熱膨張率が 5ppm／℃

以下であること。 

 

試作した供試体の実測により 

線熱膨張率測定値 3.1ppm/℃ 

(解析値 3.3ppm/℃)を達成した。 

-40℃～+80℃の熱サイクル試験にお

いても熱歪みによる破壊は生じていな

いことを確認した。 

 

 

 

達成 

(4)衛星構体の軽量化 

 上記の開発技術を利用するこ

とにより衛星構体について

10％以上重量を削減する見

通しを得る。 

 

試作した一体成形技術の結果及び異

種材料成形技術等の結果から衛星構

体について 10％以上の重量削減が達

成可能との見通しを得た。 

 

達成 
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表 3-2-Ｊ-2 事後評価時点の目標に対する達成度 

目標値 成果 達成度 

(1)熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

 CFRP 構造体の使用条件およ

び製造条件（材料の種類、温

度条件等）による熱特性、成

形歪の解析シミュレーションツ

ールを開発すること。 

解析ツールを開発し、解析を実施した。

従来方式の設計ツールでは評価する

ことのできなかった金型影響、硬化収

縮影響、製造法影響を評価することが

可能となった。  

 

 

達成 

(2)複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

 精密大型構造体の主構造と

なる一体成形 CFRP シリンダ

（約 3m 長×1m 径）技術を開

発する。 

精密な複雑形状を有する CFRP シリン

ダ(直径 1.3m×高さ 3.8m)の設計・製造

技術を開発した。また、開発モデル・認

定モデル・検証モデルの製作・検査・試

験（打上げ環境を考慮した静荷重試験

と音響試験）および準天頂衛星での軌

道上実証を実施して、開発した技術が

妥当であることを確認した。検証モデ

ルの写真を図 3-2-Ｊ -1 に示す。  

 

 

 

達成 

(3)異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成形技術の開発 

 異なる材料による接合部分を

有するパネル構造体(約２m 立

方)において、使用温度範囲

-30℃～+70℃において熱歪

みによる破壊を生じないこと

及びパネルの尐なくとも一方

向の線熱膨張率が 5ppm／℃

以下であること。 

衛星への実機搭載を想定した仕様設

定を行ったパネル構造体(2.3m×2.4m)

において線熱膨張率 4.95ppm/℃を達

成した。 

-40℃～+80℃の熱サイクル試験にお

いても熱歪みによる破壊は生じていな

いことを確認した。検証モデルの写真

を図 3-2-Ｊ-2 に示す。 

 

 

 

達成 

(4)衛星構体の軽量化 

 衛星構体について打上げ環

境・軌道上環境に適合し且つ

衛星構体重量削減目標10%以

上の実現性を地上検証により

実証する。 

 

上記(2)項に示すように、開発したシリ

ンダが打上げ環境・軌道上環境に適合

することを地上検証および準天頂衛星

での軌道上実証により確認した。また、

上記(1)～(3)項の成果を全て活用する

ことにより、次世代衛星において 10.5%

の重量削減が可能であることを確認し

た。 

 

 

達成 
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図 3-2-Ｊ-1. 検証モデル       図 3-2-Ｊ-2. 検証モデル 

 

４－Ｊ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｊ 事業化の見通し 

成果の実用化の可能性について概略を表 4-1-Ｊ-1 に示す。 

 

表 4-1-Ｊ-1 成果の実用化までの確認項目 

項目 実用化までの 

達成すべき項目 

内容 

(1) 

熱特性

及び製造プ

ロセスを含

めた複合材

料製造設

計技術 

実機複合材料成形品へ

の適用及び適用結果反

映による精度向上。 

一般産業分野にて使用

される材料データの取得

による適用範囲の拡大。 

一般産業分野で使用す

るためのユーザインタフ

ェースの構築。 

製造設計ツールの開発を完了。供試体の設

計・製造に適用し実用化可能なレベルにま

で完成させた。また本ツールの一般産業分

野への適用拡大を図り、さらにはユーザイン

タフェースを構築した。 

・ この製造設計アルゴリズムを必要とする

中小複合材料製造会社は全国で数万軒

以上あると見込まれる（複合材料製漁船

を製作している造船所は全国で 2000

超）。従って、市場は国内だけでも十分

あると考えられる。 

(2) 

複合材料を

用いた精密

大型構造

体の一体

成形技術

の開発 

 

準天頂衛星による打上

げ実績。 

平成 20 年度検証試験及び総合評価試験に

て、地上における試験実証が完了。平成 22

年度に準天頂衛星での打上げ及び軌道上

実証が完了した。 

・ 10％以上の軽量化という大きな重量メリ

ットがあるため、セントラルシリンダ単体

で海外他メーカへの販売という戦略が考

えられる。 
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(3) 

異種材

料間の接

合面を有す

る複雑構造

体の成形

技術の開

発 

実機複合材料パネルへ

の製造規模拡大。 

成形品の健全性確認検

査 

（含む試験）の開発 

第 1 期製作のパネルに対し、縦横のサイズ

が約 2 倍のＣＦＲＰ表皮アルミヒートパイプ実

機パネルを製造し、検証試験にて確認した。 

・ ヒートパイプという高い熱伝導を持ち、且

つ寸法安定効果があるという多機能な

利点を持つパネルであるため、単体で海

外他メーカへの販売という戦略が考えら

れる。 

 

（１）熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

複合材料製造設計ツールは、平成 17 年度以降に製作された衛星用セントラル

シリンダ等の供試体の設計、製造への適用及びその適用結果の反映を受けて、

その精度の向上が達成された。これらの改良により、本ツールは実用化可能なレ

ベルの解析ツールとして完成された。 

また、本アルゴリズムを一般産業分野に適用できるように、一般的に使用され

る材料のデータを取得し、適用できる範囲の拡大を実施し、一般産業分野でも実

用化可能なレベルの製造設計ツールが開発されたと考える。 

 

（２）複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

本研究開発においては、次世代の衛星として期待されている準天頂衛星システ

ムを初めとする大型静止衛星構体を従来よりも軽量な構造で成立させることを第

一の目的としている。この目的を達成するために、衛星構体の主荷重経路である

セントラルシリンダを一体成形技術にて製造する技術を開発した。本開発技術の

最終形態（準天頂衛星用セントラルシリンダ）は、図 3-2-Ｊ-1 に示すような形状と

規模（直径 1.3m×高さ 3.8m）である。平成 17 年度には、本成果を活用することに

より、直径 1.3ｍ×高さ 3.8ｍと実機衛星セントラルシリンダと同規模の開発モデル

を製作し、製品確認のための静荷重試験を実施し、製品に問題のないことを確認

した。平成 18 年度には、実機衛星における締結点を模擬した認定モデルを製作し、

より実機衛星に近い形での製品確認の静荷重試験を実施し、製品の品質を確認

した。これらの開発成果を基に、平成 19 年度には実機衛星に適用可能な検証モ

デルを作成し、平成 20 年度に、セントラルシリンダ単体の製品品質確認のための

静荷重試験、衛星としての総合評価試験を実施し、開発したセントラルシリンダが

実機衛星に適用可能であることを地上試験にて確認した。平成 21 年度は、準天

頂衛星初号機システムにて衛星構体の最終組立を行い、フライト用コンポーネン

トを実装した最終打上げコンフィギュレーションにおいて、振動試験、音響試験を

実施した。これらの試験データと平成 21 年度に実施した検証モデル総合評価試

験結果を比較検討することで、衛星打上げに対する耐性を有していることを確認
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した。平成 22 年度は、9 月に準天頂衛星初号機の打上げが成功し、その打上げ

結果を評価した。この結果、打上げ時の機械的環境が設計条件・検証試験条件

以下であること、及び、軌道上での運用状況に問題がないことを確認した。これに

より、フライトに供したセントラルシリンダ検証モデル及び付属パネルが準天頂衛

星初号機の打上げ環境及び軌道上環境に於いて要求される機能・性能を発揮し

たことを確認した。 

上記のように、複数年に渡る試作及び確認試験により実機衛星に適用可能な

セントラルシリンダが開発でき、要求性能を満たすことが地上試験において検証さ

れ、実用化の目処が得られた。また準天頂衛星の成功により、実用衛星の打上

げ・軌道上運用に大きく貢献するという実績も得た。これにより、本セントラルシリ

ンダの海外他メーカへの販売という戦略を考えた場合に最も重要となる打上げ実

績を得ることができた。 

 

（３）異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成形技術の開発 

ヒートパイプ等の金属材料と複合材料表皮を有する異種材料接合面を持つサ

ンドイッチパネルの製造技術に関し、有限要素法解析を利用した設計技術により

成形時の熱負荷等を事前に解析予測して設計を行い、成形時の熱環境及び成形

後の熱サイクル試験において破損することのない製造技術の開発に成功した。 

平成 15 年度には、要素技術の開発を実施し、線熱膨張率 5.7ppm/℃を達成し、

製造後の外観検査等でも破損は確認されなかった。 

平成 16 年度には、複合材料ダブラ等の特異点を設けて製作し、線熱膨張率

3.1ppm/℃を達成し、成形時の熱環境及び、成形後の熱サイクル試験(-40℃～

+80℃)実施後でも外観検査等において破損は確認されなかった。 

平成 17 年度には、ダミーのアルミヒートパイプを埋め込み、2m 角程度の開発/

認定モデルの製作を行い、温度変化に対する熱歪データを取得し、熱膨張率

5ppm/℃以下を達成する目処を得た。また、熱サイクル試験および四点曲げ試験

において目標強度を有することも確認され、認定モデルの設計技術と製造技術の

妥当性を確認した。 

最終年度の平成 18 年度には、アンモニアガスを封入した実機用ヒートパイプお

よび他構造との締結用金具を埋め込み、ダブラを貼付した 2m 角程度のサイズの

検証モデルの製作を行った。実用パネルとしての機能を有する成形品の製作が

可能であったこと、熱膨張率測定試験において判定基準(5ppm/℃以下)を満たし

たこと、並びに、熱サイクル試験および四点曲げ試験において目標強度を有する

ことも確認したことから、検証モデルの設計技術と製造技術の妥当性を確認した。 

上記の通り、本開発技術によって、異種材料間の接合面を有する複雑構造体

の成形時の熱負荷等を、有限要素法解析を利用した設計技術により事前予測す

る解析技術、ならびに、低熱膨張率のＣＦＲＰ表皮アルミヒートパイプパネルの製

造技術を確立した。実用に供することの出来るものである。実用化としては、高い
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熱伝導を持つヒートパイプを埋め込みながらも、寸法安定効果があるという多機

能な利点を持つパネルであるため、単体で海外他メーカへの販売という戦略が考

えられる。 

 

事業化までのシナリオ 

（１）熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造設計技術 

複合材料製造設計アルゴリズムは、複合材料の製造に絡む課題を解決するた

めの一つの手法であり、本研究開発の一体成形部品及び異種材料間の接合面を

含む複合材料パネル以外の部材の製造においても、複合材料部品の製造負荷を

減じることができると考えられる。このため、複合材料部品を使用する衛星構体の

製造日程の短縮、製造コストの削減が期待でき、我が国の大型静止衛星の国際

競争力強化に貢献できるものと考えられる。 

 

①一般産業分野における事業化 

本アルゴリズムは衛星構体の設計ばかりではなく、一般産業分野における複合

材料の設計にも活用することができる、一般産業分野の国際競争力を強化すると

共に、我が国が世界に誇る複合材料素材の生産量を拡大すること、延いては国

内外の我が国の産業活性化に繋がるものと考えられる。 

今後も我が国の自動車部門の輸出額は増加すると考えられ、国内における大

きな自動車市場含め、尐なくとも１兆円規模の市場が存在すると考えられる。 

試算によると、自動車における複合材料の適用箇所は、2010 年度にはﾎﾞﾃﾞｨの

約半分(225kg:全体の質量にして約 17％を CFRP 化)、2015 年度にはﾎﾞﾃﾞｨの約８

割（360kg:全体の質量にして約 27％）、2020 年度にはｼｬｰｼ等も CFRP 化され、全

体の質量の約 47％にも達する。 

自動車における部品の質量比が、その部品の価値を表すと仮定すると、自動

車における複合材料の市場は１兆円×17％～47％＝約 1,700～4,700 億円とな

る。 

 

今後、我が国航空・宇宙分野の輸出額も増加すると考えられ、国内市場を計算

に入れなくても、尐なくとも年間 3,000 億円程度の市場規模はあると考えられる。 

以前から積極的に複合材料が適用され、B-757,B-767 においては機体質量の

約 3％、A-320 では約 15％、A-380 は、約 23％が複合材料となっており、複合材

料の適用率が年々増加してきている。 

3,000 億円の中に複合材関連が半分と仮定すると、3,000 億円×23％/2＝約

350 億円の複合材料の市場が見込まれる。 

以上の様に、運輸部門における複合材料の市場は大きく、今後、複合材料をよ

り簡単に安く成形できる方法等が切望されることとなる。 
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1)事業化のシナリオ 

本研究開発において開発されるアルゴリズムは、これまでの複合材料設備を大

幅な改修なく、より簡単に、短期間で、安く、複合材料を成形できるようにする方法

論であり、このような市場においては、将来独占的地位を占めるものになると考え

ることができる。 

本アルゴリズムが一般産業分野において、シェアを獲得するためには、今後製

造される一体成形シリンダ等の大型複合材料成形品の解析結果と成形結果の比

較検討及び、検討結果によるアルゴリズムの高度化が必要である。一般産業分

野にて使用する材料の特性データベースの構築が必要である。これらを改良、高

度化し、平成 22 年度に財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF）の

ホームページで公表した。 

本アルゴリズムの事業化に関するシナリオを図 4-1-Ｊ-1 に示す。 

 

 H15年度 H16年度 H17～H20年度 H22 年度以降 

 

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ 

の開発 

 

      

 

材料ﾃﾞｰﾀ 

ﾍﾞｰｽの 

構築 

 

      

適用事例 

による 

高度化 

      

 

図 4-1-Ｊ-1 アルゴリズムの事業化のためのシナリオ 
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（２）複合材料を用いた精密大型構造体の一体成形技術の開発 

①本研究開発におけるセントラルシリンダ 

本研究開発において開発した一体成形技術を用いたセントラルシリンダは、従

来型の製造技術を用いたものと比較して 10％以上の質量軽減化が図れている。

準天頂衛星等の次世代衛星においては、セントラルシリンダの質量は百数十ｋｇ

であり、約 10～15kg の構体質量軽減が図れる。静止衛星の場合、静止軌道まで

に多くの推進薬を必要とし、質量軽減１kg に対して推進薬の軽減等も含めて、衛

星全体で 2～3 kg の質量軽減効果を生む。従って、10～15kg の質量軽減は、衛星

全体として 20～45kg の質量軽減となる。商用衛星市場におけるロケット打ち上げ

費用は１kg 当り 200 万円と言われており、本研究開発における打ち上げ費用削減

効果は 4,000 万～9,000 万円に達する。また、一体成形技術により、セントラルシリ

ンダの製造日程は従来の製造日程と比較して 10～20％短縮でき、このことも大き

な成果と考えることができる。 

本研究開発の成果は、準天頂衛星の打上げ・軌道上運用に大きく貢献しただけ

でなく、今後の次世代衛星の打ち上げ費用削減にも大きな効果を生み、今後の世

界の商用衛星市場において我が国の衛星産業の国際競争力を増加させる大きな

要因となる。 

②世界市場におけるセントラルシリンダの現状 

現在の世界の衛星市場においては、衛星製造メーカが全ての構造部材を一貫

生産している訳ではなく、一部は他社にアウトソーシングして費用面、自社におけ

る工程面（スケジュールの短縮等）の削減を図っている。セントラルシリンダも他社

に発注するケースも見られるようになってきている。今回開発したセントラルシリン

ダは、世界的にも技術的に高いレベルにあり、準天頂衛星等の衛星にて適用し、

宇宙実証の経験を積むことにより、セントラルシリンダ単体での海外衛星メーカへ

の販売も可能になると考えることができる。 

現在の世界的衛星市場では、アルカテル社が Chinasat 9 , Galaxy 17，Hot Bird 

7A , Koreasat 5 , Rascom , Star C1 & C2 , Worldsat 3 等の準天頂衛星規模の衛星

を受注している。ボーイング・サテライト・システム社がSpace Way ＃2 & ＃3等の

準天頂衛星規模の衛星を受注している（図 4-1-Ｊ-2 に今後の商用衛星打ち上げ

予測を示す）。 

また、本研究開発にて開発したセントラルシリンダは打上げ衛星としては現状で

最大規模であり、この開発技術を転用することにより、その他の小型セントラルシ

リンダの軽量化、低コスト化に貢献できるものと考えることができる。その他のパ

ネル類と共にセントラルシリンダを海外向けに売り込む活動が始まっている。また、

これらの拡販活動の延長線として、我が国初の商用衛星受注と打上げ成功

（SB-7）、我が国初の海外商用衛星受注と打上げ成功（ST-2）、及びこれに続く海

外商用衛星受注（TURKSAT 4A/4B）等の成果が挙がっており、今後の商用衛星

市場への大きな道筋を作ることが可能となった。 
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○商用衛星の打ち上げ予測 

 

図 4-1-Ｊ-2 商用衛星打ち上げ実績・今後の見込み 

（出典：FAA and COMSTAC Report : 2011 Commercial Space Transportation Forecasts） 

 

③一体成形シリンダ事業化のシナリオ 

これらの衛星群は各社の標準バスとして、打ち上げ実績等を有しており、衛星毎

に特別な設計検証試験等を必要とせず、高い信頼性を挙げている。この信頼性が、

各社が顧客満足度を挙げている理由でもある。 

従って、シリンダを売り込むためには、打ち上げ実績があることが必須であり、そ

のため、準天頂衛星の打ち上げ実績を基に、売り込んでいくこととする。 

本研究開発における一体成形シリンダの事業化のシナリオを図 4-1-Ｊ-3 に示

す。 
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Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度以降

シリンダ単体の
製造・試験

実証衛星による
実証試験（ＰＦＴ
を含む）

シリンダ
の商品化

準天頂衛星
の打上実績

開発試験 認定試験 検証試験

総合
評価
試験

 

図 4-1-Ｊ-3 一体成形シリンダの事業化シナリオ 

 

④異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成形技術の開発 

本研究開発において開発している異種材料間の接合面を有する複雑構造体は、

ヒートパイプのような熱伝導デバイスを備えた複合材料パネルでありながら、軽量で

熱環境に対する寸法変化の尐ない、高機能パネルであり、世界的にも技術的水準

の高いものである。10％程度の軽量化が見込めるため、衛星に搭載することにより

大きな質量軽減効果と打上げ費用削減効果を持つことなる。また、このパネルを準

天頂衛星等の構体部材として宇宙実証することで、パネル単位でも、海外衛星メー

カに販売することも可能になると考えられる。また、高排熱型熱制御技術と合わせて

設計から製造までを一貫して実施することにより、この分野において我が国の独占

的立場を構築することが可能になると考えることができる。 

海外の衛星市場の動向は上記の一体成型シリンダの場合と同様であり、事業化

のシナリオも図 4-1-Ｊ-3 に沿ったものとなる。 

 

４－２－Ｊ 波及効果 

①直接的波及効果 

本研究開発による成果は準天頂衛星のみでなく、今後、需要が拡大すると予測さ

れる大型・大電力静止衛星等の次世代衛星への活用が見込める。これらの衛星に

本技術を活用することにより、大幅な衛星構体の質量軽減が見込め、より安価な費

用でロケット打ち上げを可能にし、衛星の打ち上げ機会の創出も見込める。また、衛

星質量の低減は、軽量化要求の厳しい衛星設計に余裕を生み、衛星の長寿命化に

貢献するほか、新たなミッション機器の搭載を可能にするなど、我が国の宇宙産業

における技術力向上、産業競争力強化に貢献できるものとなる。 

直接的な経済波及効果としては、図 4-1-Ｊ-2 に示すように今後、年間約 21 機の

商用衛星打上げが予測されており、その中で準天頂衛星とほぼ同規模の打上げ質

量 4,200kg～5,400kg 及び 5,400kg 以上の衛星は 13 機程度が見込まれている。この

衛星需要のうち、尐なくとも年 2 機程度の衛星全体の受注が期待できる。 
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また、一体成形シリンダ等の単体の売り込みもビジネスモデルとして考えることが

でき、大型衛星 13 機程度の衛星需要のうち、1 機程度は受注が期待できる。また準

天頂衛星よりも小型の衛星に対しても構造体を提供できる可能性がある。 

②間接的波及効果 

本研究開発の成果の応用により、エネルギー使用効率の向上が見込める運輸部

門（航空機、電気系自動車、高速車両等）への適用範囲の拡大が期待できる。本研

究開発における複合材料製造設計技術は、既存の製造技術を改良し、効率の良い

製造を可能とする製造支援技術である。そのため、各部門にて開発している製造技

術に本研究開発技術を組み合わせることにより、より効率的な複合材料の製造を実

施することができる。 

１）自動車部門への波及効果 

我が国の運輸部門のエネルギー消費量は年々増加しており、我が国の全エネル

ギー消費量の約 24％を占めている。その内の約 87％を自動車が占めており、車両

軽量化による燃費向上・省エネルギー化を図ることが必要である。そのため、先進

複合材料を用いた一体成形・部品点数削減により軽量化、かつ、安全性を確保する

剛性・強度の高い車両構造の早期実用化が期待される。 

先進複合材料（CFRP：炭素繊維強化プラスチック）を自動車車両へ適用した場合

の車両質量軽減率を図 4-2-Ｊ-1 に示す。これによれば、ボディの約半分を CFRP 化

することにより車両質量が 10％軽減されると試算されている。 

CFRP 適用箇所は段階的（5 年毎）に拡がるものとして、2010 年度は約 10％

(135kg)の軽量化、2015 年度は約 20％(270kg)の軽量化、2020 年度は約 26％

(355kg)の軽量化、2025 年度は約 36％(490kg)の軽量化を目標値としている。 

 

参考資料：東京大学大学院 安全評価工学研究室（http://sunshine.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/jun/ut_version/lab/2001M-zushi.pdf） 

図 4-2-Ｊ-1  自動車ボディの CFRP 化による車両質量軽減の試算 
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一方、地球温暖化防止新技術プログラム「自動車軽量化炭素繊維強化複合材料

の研究開発」プロジェクトにおいては、図 4-2-Ｊ-1 に比し控えめに 2010 年度時点で

70kg/台の軽量化と累積普及台数 20 万台、2020 年度時点で 200kg/台の軽量化と

累積普及台数 260 万台、2030 年度時点で 200kg/台の軽量化と累積普及台数 630

万台と推定されている。従って、2010 年には技術的には 135kg の軽減はできるが、

現実は 70kg/台の軽量化された自動車が累積 20 万台存在するであろうということで

ある。自動車における軽量化のうち、プラットフォーム等の大型成形品は大型設備

等を利用することにより成形されるが、小型成形品は従来の成形方法にて製造され

ると考え、本研究開発の製造設計解析技術はハンドレイアップ法に適用されるとし

て、この部分を本研究開発技術の成果と捉えて経済効果の試算を行う。省エネルギ

ーの効果を表 4-2-Ｊ-1 に示す。 

 

表 4-2-Ｊ-1 2030 年までの省エネルギー/炭酸ガス削減効果の推定 

 累積普及台

数 

省エネルギー効果 炭酸ガス(CO2)排出抑制

量 ガソリン換算 原油換算 

2010 年 20 万台 0.46 万ｋL/年 0.51 万ｋL/年 1.06 万 t-CO2/年 

2020 年 260 万台 13.8 万ｋL/年 15.2 万ｋL/年 31.9 万 t-CO2/年 

2030 年 630 万台 60 万ｋL/年 65.9 万ｋL/年 138.6 万 t-CO2/年 

なお、2020 年～2030 年の経済効果を算出するとガソリン価格 150 円/L として、(13.8 万ｋL+60

万ｋL)/2×150 円/L＝553.5 億円/年となる。 

 

２）航空機への波及効果 

衛星と同様に質量低減効果の大きい航空機では、一昔前に開発された

B-767,B-757 が機体質量に対して約 3％の複合材料適用率であったものが、現在

就航中の A320 では、機体質量の約 15％が複合材料となっており、更に A380 では、

機体質量 180 トンのうちの約 23％が複合材料である。この場合の質量軽減率は約

5.3％となる。質量軽減による燃料節減量は、B747(在来型)の場合、質量軽減 1000

ﾎﾟﾝﾄﾞ、1000N. Mile 当り、100 ﾎﾟﾝﾄﾞである。 

一方（民間航空機基盤技術プログラム）における次世代航空機用構造部材創製・

加工技術開発プロジェクトにて開発されている技術は、大型の複合材料製造を効率

良く実施することをターゲットにしているため、様々な航空機複合材料部品のうち、

小型成形品の製造には必ずしも適しておらず、一部の製品に関しては従来技術を

適用せざるを得ないと考えられる。この場合、従来複合材料製造技術の改良を目的

とする本研究開発の複合材料製造設計アルゴリズムを利用することにより効率的な

製造及び修理等が行えると考えることができ、航空機分野においても本研究開発の

適用が考えられる。 

また、一般の航空機に比べ、巡航速度が遅く、空力荷重が小さな回転翼機の分
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野では、一般の航空機よりも複合材料の適用が進み一昔前のシコルスキーS-76 に

おける複合材料使用比率は 30％、BK-117 における複合材料使用比率は 50％とな

っている。今後、複合材料の使用比率が 70％程度まで上昇する見込みである。全

複合材料製では、世界最大のタンデム・ヘリコプタ、ボーイング 360 が機体全体を複

合材料にしたおかげで、金属製に比べて、約 20％の質量軽減を達成し、輸送効率

で 60％増しになったという報告もある。航空機の場合と同様に、回転翼機の複合材

料部品の製造/修理等においても本研究開発の複合材料製造設計アルゴリズムを

適用することが可能と考えられる。本研究開発の成果を用いることにより、より容易

に、これらの部材の複合材料化が可能になると考えられる。 

航空機の場合、その騒音が度々問題となるが、複合材料の適用により、質量が

10～20％低減されると、有効知覚騒音レベルが 1～2dB 低減するとの報告もあり、

複合材料適用による環境への波及効果も無視できない。 

船舶分野における複合材料の適用は、漁船においては、1985 年漁船隻数の 2/3

が複合材料製であったものが、1995 年には漁船隻数の 88％、2000 年には漁船隻

数の 93％が複合材料製となっており、総トン数においても 1997 年には 52％が複合

材料製となっている。今後大型の複合材料製漁船の建造が進むと共に、複合材料

製漁船の比率が益々上昇するものと考えられる。この状況を反映し、日本全国で

2000 を超える造船所で複合材料製漁船の製造が行われており、この造船所のほと

んどが中小の造船所であることを考えると、本研究開発の製造技術を適用すること

により大きな効果が期待できる。レジャーボート等の分野においても、アメリカズカッ

プに代表されるような大型ヨットで大型複合材料一体成形による船舶の建造も行わ

れており、このような分野においても本研究開発の成果を適用する余地がある。 

 

３）鉄道への波及効果 

鉄道車両分野における複合材料の適用は、現在はあまり進んでおらず、内装品

やトイレユニット、洗面台ユニット等に一部適用されているのみであるが、今後、車

両の高速化の要求によって、車両本体及び前頭部構体への適用が研究されている。

また、鉄道車両の高速化の目玉として現在開発中のリニアモーターカーにおいては、

椅子や台車枠等を複合材料化して軽量化を図ると共に、超伝導特有の超低温環境

における寸法安定性や高剛性、及び高熱伝導性を達成するために複合材料化の検

討が進んでおり、複合材料の適用により約 30％弱の軽量化が見込まれている。 

この鉄道車両への複合材料の適用化に関しても、大型複合材料構造の一体成形

技術を流用することにより、より容易に複合材料化ができるものと考えられる。 

 

４）製造方法変更による省エネ効果 

本研究の中で、構築される要素技術の一つとして、複合材料大型構造物のコキュ

ア成形技術があるが、本技術を用いることにより、複合材料の成形に一般的に用い

られるオートクレーブの消費電力を削減することが可能となる。 
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オートクレーブの消費電力量は直径 4m×奥行き 8m のもので１チャージ当り、

1500kWh(機体メーカ実績)であり、概ね年間 400 チャージ運転されている。 

日本国内にあるオートクレーブの数は、上記の大きさに換算して 15 台とみられる。

コキュア成形技術は、通常、プリキュアによる表皮成形＋表皮とコアの接着等、2～

3 回のオートクレーブによるチャージが必要な工程を、同時硬化で 1～2 のチャージ

回数で成形するものである。従って、複合材料ハニカムサンドイッチの成形において

は、コキュア成形により、オートクレーブのチャージ回数は 30～50％削減される。 

オートクレーブによる複合材料の成形は、ハニカムサンドイッチのみではないため、

複合材料ハニカムサンドイッチの成形が全体の 10％程度と考えて、チャージ低減は

全体の 5％程度とすると、1500kWh×15 台×400 チャージ×0.05 =45 万 kWh となる。 

この電力を全て火力発電に依存するものと仮定すると、原油の持つエネルギーは

10，700kWh／kl で、火力発電の効率を送電損失も含め約 35％とすると、45 万 kWh

÷(10,700kWh／kl×0.35)＝120kl の燃料の削減となる。 

 

５－Ｊ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｊ 研究開発計画 

本研究開発の期間は、当初地上検証試験までの 5 年間であったが、宇宙実証ま

でを含めた、平成年 15 度から平成 22 年度までの８年間とする。この全期間の内、

平成 15～16 年度の研究開発期間を第１期とし、第１期の研究開発完了後に中間評

価を実施するものとする。また、平成 17～22 年度の研究開発期間を第 2 期とし、第

2 期の研究開発完了後に事後評価を実施するものとする。 

図 5-1-Ｊ-1 に上記８ケ年計画の全体スケジュールを示す。 

 
年度                                                                      第２期研究開発

研究開発項目 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発

（１）
熱特性及び製造プロセスを含めた
複合材料製造設計技術

（２）
複合材料を用いた精密大型構造体
の一体成形技術の開発

（３）
異種材料間の接合面を有する
複雑構造体の成形技術の開発

第１期研究開発

準天頂引渡 ▲

中間評価

・製造設計手法の体系化
・基本構想・製造設計手法等の
検討

・要素ﾓﾃﾞﾙ試作・試験

・要素ﾓﾃﾞﾙ試作・試験

・最適設計ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ開発

・開発ﾓﾃﾞﾙ #1製作・
試験

・部分ﾓﾃﾞﾙ製作・試験

・製造設計手法の高度化（試作結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）

・開発ﾓﾃﾞﾙ #2製作・試験 ・認定ﾓﾃﾞﾙ製作 ・検証ﾓﾃﾞﾙ 製作

・認定ﾓﾃﾞﾙ 製作・試験 ・検証ﾓﾃﾞﾙ 製作・試験

音響
試験

静荷重
試験

静荷重
試験

・認定ﾓﾃﾞﾙ
設計

中間評価 ▲

 

 
年度

研究開発項目 平成21年度 平成22年度

（１）
熱特性及び製造プロセスを含めた
複合材料製造設計技術

（２）
複合材料を用いた精密大型構造体
の一体成形技術の開発

（３）
異種材料間の接合面を有する
複雑構造体の成形技術の開発

▲
準天頂衛星
打ち上げ

宇宙
実証

・衛星ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

ｼｽﾃﾑ試験等

 

図 5-1-Ｊ-1 全体スケジュール 
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５－２－Ｊ 研究開発実施者の実施体制・運営 

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、財団法人無人宇宙実験システ

ム研究開発機構が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、研究開発の実施

に当たっては、財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構内に国内の有識者か

らなる技術委員会を設置し、開発計画、解析等の結果について審議し、助言を受けて

進めている。 

 

（１）実施体制 

年度毎の実施体制（全体）： 

図 5-2-Ｊ-1 に平成 15 年度、開発当初の実施体制を示す。 

図 5-2-Ｊ-2 に平成 20 年度から平成 22 年度の実施体制を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-Ｊ-1 平成 15 年度の開発当初実施体制図 

 

図 5-2-Ｊ-2 平成 20～22 年度の実施体制図 

 

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

委託 

＊2003 年 10 月より独立行政法人 

財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF) 

  ・次世代基盤技術の動向調査等 

研究開発責任者 ・ 

・所属 ： 新衛星ビジネス株式会社 

・役職名 ： 常務取締役 

・氏名 ： 鳥山 潔 

指示・協議 

大型構造体用複合材料技術委員会 

 

新衛星ビジネス株式会社(ASBC) 

・システム適合性の検討     

・異種材料を含む大型構造体用 

複合材料製造設計技術開発の実施 

  等  

委託 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF) 

・次世代基盤技術の動向調査 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料 

製造設計技術開発の実施 

経済産業省(METI) 

独立行政法人宇宙航空 

研究開発機構 (JAXA) 

 

・検証モデルの技術実証に係

る環境整備（準天頂衛星初号

機の開発） 
大型構造体用複合材料技術委員会 

委員長：学校法人金沢工業大学 金原 勲 教授 

委託 

連携 
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（２）研究開発の運営管理 

①事業実施における運営方針･方法 

本プロジェクトは、（１）項に示した実施体制並びに表 5-2-Ｊ-1、表 5-2-Ｊ-2 に示

す役割分担にて実施する。 

 

表 5-2-Ｊ-1 平成 15 年度、開発当初の役割分担 

● 新衛星ビジネス株式会社（ASBC） 

①準天頂衛星システムの事業化検討 

②準天頂衛星システムと各個別研究開発とのインタフェース条件設定 

③各個別研究開発の事業化検討 

④個別研究開発の実施 

  ・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発   

● 財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF） 

①次世代衛星基盤技術の調査・検討 

②技術委員会の設置・運営 

 

表 5-2-Ｊ-2 平成 22 年度の役割分担 

● 財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF） 

①次世代衛星基盤技術の調査・検討 

②技術委員会の設置・運営 

③準天頂衛星システムと各個別研究開発とのインタフェース条件設定 

④各個別研究開発の事業化検討 

⑤個別研究開発の実施 

  ・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発 

● 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

①検証モデルの技術実証に係る環境整備（準天頂測位衛星初号機の開発） 

 

②技術委員会の組織・役割 

研究開発を確実に推進するために、外部有識者からなる技術委員会を組織し技

術的助言を頂き、研究開発に反映している。本技術委員会には、専門的事項を審

議するために、大型構造体用複合材技術委員会を設けた。 

同委員会は各開発項目に対する、開発の意義、開発状況、開発仕様、開発の進

め方、宇宙実証の必要性、衛星システムとの各種インタフェース等に関する審議を

行なう。 
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５－３－Ｊ 資金配分 

研究開発項目毎、年度毎の予算配分を表 5-3-Ｊ-1 に示す。 

 

表 5-3-Ｊ-1 各年度資金配分（単位：百万円） 

研究開発項目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

①異種材料を含む大型構造体用
　 複合材料製造設計技術開発

600 580 637 585 213 255 5 0 2,875

②検証モデルの技術実証に係る環境整
　備（特別会計）

0 0 0 0 404 345 250 0 999

計 600 580 637 585 617 600 255 0 3,874

 
注）異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発の平成 22 年度は平成 21 年度の繰越分にて実施 

 

５－４－Ｊ 費用対効果 

本研究開発の成果が準天頂衛星初号機「みちびき」に搭載され、順調に軌道上実

証を行っている。 

セントラルシリンダ単体の売り込みの他に、商用衛星の売りこみとセットで、セントラ

ルシリンダを売っていく環境が整ってきた。 

三菱電機株式会社の標準バス DS2000（3,500～5,000kg クラス）には本成果が反映

されており、DS2000L（4,700～6,000kg クラス）にも本成果が適用される予定である。 

また、三菱電機株式会社が平成 23 年 3 月に受注した TURKSAT-4A/4B ２機（トル

コの通信衛星）は DS2000 バスによる衛星であり、セントラルシリンダには本研究開発

の成果が適用される。 

 

５－５－Ｊ 変化への対応 

（１）準天頂衛星は当初平成 21 年度打上目標であったが、平成 22 年度に延期された。
準天頂測位衛星初号機を開発した独立行政法人宇宙航空研究開発機構 
(JAXA)と連携を密にすることにより当該研究開発品は問題なく打ち上げられた。 

 

（２）過去の中間評価への対応 

宇宙産業プログラムに係る技術に関する施策・事業評価報告書（平成２１年６月産
業構造審議会産業技術分科会評価小委員会）において指摘のあった点についての
対応は、以下のとおり。 

 

●第 1 期、第 2 期の研究成果を踏まえて、22 年度の初号機の打ち上げに全力を挙げ、

次世代衛星開発の国民生活への寄与を具体的に明確にする必要がある。 

宇宙基本法を受けて策定された「宇宙基本計画」（平成 21 年 6 月 2 日宇宙開発

戦略本部決定）においては、準天頂衛星を活用して高精度な測位を達成し、人工
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衛星と地上システムが連携した、シームレスなパーソナルナビゲーション等の新た

な利用アプリケーションの創出による利便性向上や「公共の安全の確保」のニーズ

における国及び国民の安全・安心の実現に資することを目的とする旨、決定され、

その実現に向けての具体的な活動である。 

 

●準天頂衛星の仕様が変わったことに対して研究開発目標が対応していない恐れが

ある。 

本技術開発は、準天頂衛星をはじめとする次世代衛星に不可欠となる基盤技

術の開発を行うことを目的としており、準天頂衛星への対応のみを目的としていな

いため、準天頂衛星の仕様の変化に対応して研究開発目標を変更することはして

いない。 

①「複合材料製造設計技術」このような技術は、複合材を取り扱う事業所はそれぞ

れ独自のものを開発・保有しているものである。ここで開発したアルゴリズムの優

位性は明らかになっていない。 

製造の過程における精度を高めることを念頭に置き開発を実施している。航

空機や自動車等の量産品とは異なり、宇宙で使用する構造体は尐量であり、一

品生産ものである。物をつくり込む過程で試行錯誤を行い、製造プロセスを確

立してから実際の物をつくり始めるといったようなことはできないといった状況に

あり、解析の技術を駆使し、できるだけ一回で精度の高いものを製造することに

主眼を置いている。 

②「一体成型技術」ここで開発したものは特定目的のシリンダであり、開発した技

術そのものが何であるか一切明らかでない。百数十 kg の 10％を軽量化したとある

が、そもそも、百数十 kg の妥当性が明確でないとともに、基準を明確化しないまま

での軽量化の度合いは意味がない。 

本技術開発は製造過程における熱膨張の解析シミュレーションによる影響予

測及び成形型の最適形状設計等により、形状が途中で変化する大型構造体を

１回の加熱成形工程で寸法精度良く製造する技術である。セントラルシリンダは

構造系質量のうち約 30％を占めており、軽量化を行えばその効果は大きい。打

上げ時衛星全質量に対する構体系質量の比（構体系質量比）は、三軸姿勢制

御方式の静止衛星の場合は通常 6％前後である。現状値から 10％の軽量化を

達成することにより、構体系質量比は、世界トップレベルの軽量な構体を実現す

ることができる。 

③「複雑構造体の成型技術」異種材料間の接合面を有する複雑構造体の成型時

の熱負荷を有限要素解析を利用した事前予測解析技術・・・このままで読めば、き

わめて一般的で、広く行われている構造解析技術に他ならない。 

上記①の回答（対応）と同様。 

 

●小型衛星の流れが加速していると思われる衛星市場において、大型機を中心とす
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る波及効果の見通しにはやや懸念を感ずる。 

指摘の通り小型衛星の流れは加速しているものの、今後の商用衛星打ち上げ

予測からも、大型衛星、特に静止通信衛星などは 13 機／年程度で推移しており需

要はある。また、本研究開発技術の転用により、準天頂衛星より小型の衛星に対

しても構造体を提供できる可能性がある。 

 

●航空機や自動車を含む他分野で既に達成している技術開発レベルと比較しての優

位性が見えない。 

上記①の回答（対応）と同様。 

 

●製造設計技術の宇宙以外の他分野への波及を図っていく上での、最善な事業形

態を今後提案していくことが望まれる。 

本研究開発の概要を USEF のホームページに公開した。まだ波及効果ははっき

りとした形では表れていないが、今後更なる波及を図ることを検討していく。 

 

●各省庁の連携における役割・負担などの明確化と開示。 

 図５－５－Ｊ－１のとおり、準天頂衛星の開発は、文部科学省がとりまとめとなり、

総務省、経済産業省、国土交通省が連携して実施した。 

 

図５－５－J－１ 準天頂衛星システム計画の推進体制と計画（宇宙開発戦略本部） 
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■検証モデルの技術実証に係る環境整備（準天頂衛星初号機の開発） 

＜独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）において実施した共通基盤整備＞ 

【目標】 

準天頂衛星システムに求められる衛星の軽量化・長寿命化等に関する基盤技

術の開発による検証モデルを準天頂衛星初号機に搭載することによる宇宙実証を

実現するために必要な環境整備を実施する。 

【指標】 

研究開発の内容として、以下を実施することで宇宙実証に係る環境整備を達成

する。 

（1）詳細設計 

（2）プロトフライトモデルの部分製作 

（3）維持設計 

（4）地上支援装置整備 

（5）衛星射場輸送 

（6）運用準備作業等 

（7）射場整備作業 

【目標設定根拠】 

本事業は、準天頂衛星システムに求められる衛星の軽量化・長寿命化等に関す

る基盤技術の開発による検証モデルを準天頂衛星初号機に搭載することにより宇

宙実証をしようとする研究開発である。実施にあたっては準天頂衛星初号機の責

任機関である、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）取りま

とめの下に開発を実施する。開発した衛星の基盤技術を宇宙という過酷な環境下

において実証することにより、我が国衛星メーカの国際市場における競争力強化

に資することが期待される。 

 

２－２－Ｊ’ 全体の目標設定 

２－３－Ｊ’ 個別要素技術の目標設定 

表 2-3-Ｊ’-1．個別要素技術の目標 

要素技術 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

検証モデルの技術実証に係

る環境整備 

準天頂衛星システムに求めら

れる衛星の軽量化・長寿命化

等に関する基盤技術の開発

による検証モデルを準天頂衛

星初号機に搭載することによ

り宇宙実証する 

開発した衛星の基盤技術を宇

宙という過酷な環境下において

実証することにより、我が国衛

星メーカーの国際市場における

競争力強化に資することが期待

される 

 



J-35 

３－Ｊ’ 成果、目標の達成度 

３－１－Ｊ’ 成果 

３－１－１－Ｊ’ 全体成果 

（１）詳細設計 

機構が行った基本設計により制定した、準天頂衛星システムの開発にかかる技

術仕様書（機構文書）等に従い、高精度測位実験ミッションの要求を満足し、かつ経

済産業省研究開発品と適正なインタフェースを持つ、準天頂衛星初号機の詳細設

計を行った。 

詳細設計は、電子機器等の単位である「コンポーネント」、複数コンポーネントから

構成される機能単位である「サブシステム」、そして複数サブシステムを統合した「全

体システム」という３段階で、順次実施した。 

（２）プロトフライトモデルの製作･試験 

詳細設計結果に基づき、準天頂衛星初号機のプロトフライトモデルを構成要素で

ある、「コンポーネント」、「サブシステム」、「全体システム」という３段階にわけ、順次、

製作・試験を行った。 

各サブシステムを構成するコンポーネント等の機器の開発を経て、完成した各構

成コンポーネントは、製作及び試験を完了したものから順次、衛星システムに引き渡

され、衛星システムに取付けた（衛星システムインテグレーション）。衛星システムイ

ンテグレーション作業が終了した後、衛星システムを組上げた状態で、衛星の総合

的な機能、性能ならびに打上げ時の振動環境や宇宙での熱・真空環境での耐性を

確認するための、「衛星システムプロトフライト試験（システム PFT）」を実施した。 

（３）維持設計 

各サブシステム並びに全体システムの製造・試験結果に合わせ、必要に応じて修

正設計を行なう「維持設計」作業を行い、詳細設計結果を見直すと共に、文書の維

持・改訂を実施した。また、サブシステム及び衛星システムに対して、維持設計作業

の反映作業、製造図面の出図作業等を行いフライト品の製造に供した。 

（４）地上支援装置整備 

｢コンポーネント製作・試験｣、｢サブシステム組立・試験｣並びに、｢システムインテ

グレーション・試験｣に必要な地上試験装置の整備を実施した。整備にあたっては、

経済産業省殿及び機構の研究開発で作成した既存装置の活用による効率化に配

慮している。 

（５）衛星射場輸送 

プロトフライトモデル及び射場作業に必要な各種試験装置を衛星工場から射場に

輸送した。また、使用済みの各種試験装置を衛星工場に返送した。 

（６）運用準備作業 

衛星運用のための運用手引書(SOOH)、運用手順書(SOP)、ならびに軌道上での

衛星機能確認（技術実証データ取得含む）のための試験手順書（SOCP）及び運用

に必要となるテレメトリ・コマンドのデータベースの作成等を行った。 
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（７）射場作業 

種子島宇宙センターへ輸送後、プロトフライトモデルを開梱し、機構の増田宇宙通

信所を利用した空中線を利用した通信適合性確認を含む最終機能確認を実施し、

推進薬の充填を行った後、打上げロケットに搭載した。その後、H-IIA ロケット側と協

働して打上げに向けての最終準備作業を進め、平成 22 年 9 月 11 日に、準天頂衛

星初号機を H-IIA ロケット 18 号機により打ち上げた。 

 

３－１－２－Ｊ’ 個別要素技術成果 

①詳細設計 

 基本設計により制定した、準天頂衛星システムの開発にかかる技術仕様書（機構

文書）に従い、高精度測位実験ミッションの要求を満足し、かつ経済産業省研究開発

品と適正なインタフェースを持つ、準天頂衛星初号機の詳細設計を進めた。 

また、詳細設計結果が要求仕様と合致しており、次フェーズであるフライト品製作

に進むことの妥当性を審査する詳細設計審査を実施した。詳細設計審査は、電子機

器等の単位である「コンポーネント」、複数コンポーネントから構成される機能単位で

ある「サブシステム」、そして複数サブシステムを統合した「全体システム」という３段

階にわけ、順次実施した。 

詳細設計作業は、衛星システムメーカ実施の準天頂衛星システム詳細設計審査

に加え、準天頂衛星追跡管制システム、高精度測位実験システム等、準天頂衛星シ

ステムの構成要素全ての詳細設計結果の妥当性を、各システム間のインタフェース

条件の充足を含めて確認する詳細設計審査（総括審査：JAXA 審査）を平成２０年８

月４日に、経済産業省を含む関係省・研究機関の参加のもと実施し、完了した。 

②プロトフライトモデルの製作･試験 

 準天頂衛星システムの開発にかかる技術仕様書（機構文書）に従い、高精度測位

実験ミッションの要求を満足し、かつ経済産業省研究開発品と適正なインタフェースを

持つ、準天頂衛星初号機の詳細設計を実施し、平成２０年５月の衛星システムメーカ

における詳細設計審査会、加えて、平成２０年８月には、高精度測位実験システムや

準天頂衛星追跡管制システム等他の準天頂衛星システム構成要素の詳細設計結果

も合わせて審議を行う「準天頂衛星システム詳細設計審査―総括審査」（JAXA 主催

審査会）により確認した。 

詳細設計結果に基づき、準天頂衛星初号機のプロトフライトモデルを構成要素で

ある、「コンポーネント」、複数コンポーネントから構成される機能単位である「サブシ

ステム」、そして複数サブシステムを統合した「全体システム」という３段階にわけ、順

次、製作・試験を行った。 

各サブシステムを構成するコンポーネント等の機器は、コンポーネント詳細設計審

査結果を受けて製作を開始した。 

各構成コンポーネントは、製作及び試験を完了されたものから順次、衛星システム

に引き渡され、衛星システムに取付けられた（衛星システムインテグレーション）。衛
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星システムインテグレーションは、平成２０年１１月から開始した。作業は、衛星バスシ

ステムに引き渡された搭載機器を、各搭載モジュールに組み込ながら各機器間の電

気的・機械的インタフェースの確認を行いながら進められた。 

衛星システムインテグレーション作業が終了した後、衛星システムを組あげた状態

で、衛星の総合的な機能、性能ならびに打上げ時の振動環境や宇宙での熱・真空環

境での耐性を確認するための、「衛星システムプロトフライト試験（システム PFT）」を、

平成２１年８月１７日より開始した。システム PFT は概ね計画通り進められ、平成２２

年４月１２日に完了した。 

  

図 3-1-2-Ｊ’-1.  熱真空試験の準備の状況（左）振動試験の状況（右） 

 

システム PFTの結果については、衛星システムメーカ実施のシステムプロトフライト

試験後審査（システム PQR）を平成２２年４月２６日に開催し、システム PFT が計画通

り実施され、フライト品質を有していることを確認した。 

また、準天頂衛星初号機、準天頂衛星追跡管制システム、高精度測位実験システ

ム等、準天頂衛星システムの構成要素全ての開発結果の妥当性を、各システム間の

インタフェース条件の充足を含めて確認する準天頂衛星システム（QZSS）開発完了

審査（JAXA 審査）を平成２２年４月２８日に、経済産業省を含む関係省・研究機関の

参加のもと実施し、準天頂衛星システムの構成要素全てが、開発仕様書等のベース

ライン文書の要求仕様を満足し開発がされていることを、システム PFT、総合システ

ム検証（衛星と地上設備を組み合わて実施する試験）等の結果により確認し、次フェ

ーズ（打上げにむけた射場作業）へ移行した。 

③維持設計 

・各サブシステム及びその構成コンポーネントについて、詳細設計作業に引き続き、

サブシステム及び衛星システム維持設計作業の反映作業、製造図面の出図作業等

を行いフライト品の製造に供した。 

・衛星搭載の全てのコンポーネントに対して、その製造/組立て段階における品質保

証活動の一環として、PWB基板レベル、モジュールレベル及びコンポーネントレベル

でMIP(Mandatory Inspection Point)検査を実施し、搭載コンポーネントの品質向上に

努めた。 

・サブシステム維持設計の作業として、各サブシステム若しくはコンポーネントレベル

での試験結果等に基づき、必要が生じた場合詳細設計結果を見直すと共に、詳細
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設計で作成した文書の維持・改訂を実施した。 

・衛星システムの維持設計の作業として、システムインテグレーション、システム PFT

の試験結果、サブシステム維持設計作業の結果反映、ロケットシステムや追跡管制

システム等の他システムとの I/F 設計の反映等に基づき、必要が生じた場合詳細設

計結果を見直すと共に、詳細設計で作成した文書の維持・改訂を実施した。 

④地上支援装置整備 

・「コンポーネント製作･試験」、「サブシステム組立･試験」並びに、「システムインテグ

レーション･試験」に必要な地上試験装置の整備を実施した。 

・整備に当たっては、機構の技術試験衛星Ⅷ型の研究開発で製作した既存装置の流

用、改修、経済産業省/NEDO の研究開発で整備した装置の借用等を行い必用最

小限な整備としている。 

⑤衛星射場輸送 

システム PFT 完了後、平成 22 年 5 月に三菱電機㈱ 鎌倉製作所から種子島宇宙

センターに準天頂衛星初号機、試験装置等を輸送した。また試験装置等については、

平成 22 年 8 月から 9 月にかけて使用済品から適宜撤収を行った。 

⑥運用準備作業等 

・衛星運用のための運用手引書(SOOH)、運用手順書(SOP)、ならびに軌道上での衛

星機能確認（技術実証データ取得含む）のための試験手順書（SOCP）及び運用に

必要となるテレメトリ・コマンドのデータベースの作成等を行った。 

・テレメトリ・コマンドのデータベースを各種試験結果等を反映し維持改訂するとともに、

運用手順書の作成を行った。 

⑦射場作業 

衛星の種子島宇宙センターへの輸送完了後、打上げに向けての作業を実施した。

射場での作業は、衛星として打上げるまでの最終準備をするための作業（射場搬入

後試験）と射場搬入後試験終了後に H-IIA ロケットと協働して打上げにむけて最終準

備をするための作業（射場整備作業）とに大別される。 

・射場搬入後試験 

射場搬入後試験は平成２２年５月１３日に開始、平成２２年８月２０日に終了。 

射場搬入後試験の終了を受けて、衛星システムメーカ実施の納入前審査会（シス

テム PSR）を平成２２年８月２３日に開催し、予定されていた射場搬入後試験項目が

全て実施され、システム PQR にて確認されたフライト品質が維持されていることを確

認した。 

また、システム PSR の結果を受けて、射場整備作業への移行及び打上げ時の衛

星受領にあたり、調達仕様書(JAXA と三菱電機㈱との「準天頂衛星初号機」に関す

る契約)に規定されている契約上の要求条件を準天頂衛星初号機が満足しているこ

とについて審査する、納入事前確認審査（JAXA 審査）を平成２２年８月２３日に、経

済産業省を含む関係省・研究機関の参加のもと実施した。準天頂衛星初号機が、

射場整備作業への移行にむけて品質が維持されていること、及び射場搬入後試験
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終了時点において、衛星受領の条件を満たしていることが確認され、次フェーズ（射

場整備作業）へ移行した。 

・射場整備作業 

1)ロケットとの共同作業 

衛星の打上げにむけて、衛星と PAF 部の結合作業、衛星とフェアリング部の結合

作業等を、ロケット側と共同で作業を実施した。その後、フェアリングごと、大型ロケ

ット組立棟へ移動し、H-IIA ロケット 18 号機に結合した。図 3-1-2-Ｊ’-2 に衛星とフェ

アリング部の結合作業風景を示す。 

 

図 3-1-2-Ｊ’-2. 衛星とフェアリング部の結合作業風景（平成 22 年 8 月 26 日） 

 

2)衛星システム点検 

  本作業は、衛星とロケットの結合後、各種結線（コマンドライン、電源ライン等）が

正常におこなわれており、衛星の状態が健全であることの確認を行う作業である。 

  本作業は、平成２２年９月２日に実施され、各種結線が正常におこなわれており、

衛星の状態が健全であることが確認された。 

3)最終準備完了確認会 

  準天頂衛星初号機、H-IIA ロケット 18 号機、及び追跡管制システムが、打上げに

対する準備が整っていることの確認を目的に、最終準備完了確認会（三菱重工業

株式会社（MHI）主催）が MHI、JAXA 等の打上げ作業に関与する機関、メーカの参

加のもと平成２２年９月９日に開催され、平成２２年９月１１日の打上げに向けて、

作業を開始可能であることが確認された。 

4)Y-0 カウントダウン 

  最終準備完了確認会の結果の後、カウントダウン作業が開始された。準天頂衛星

初号機については、打上げ予定時刻の７時間前から衛星立ち上げ作業を開始した。

順調に作業が進められ、打上げ予定時刻通り、平成２２年９月１１日２０時１７分

（JST）に、H-IIA ロケット 18 号機は種子島宇宙センターから打上げられた。 

⑧準天頂衛星初号機打上げ及びその後の状況 

打上げられた準天頂衛星初号機は、同日２０時４５分２７秒（JST）にロケットから分
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離され、所定のトランスファー軌道に投入された。 

その後、５回の軌道変更運用（AEF）、５回の軌道制御運用を経て、平成２２年９月

２７日に、準天頂軌道へ投入された。 

軌道投入後、約 3 ヶ月にわたって、準天頂衛星初号機及び追跡管制システムと高

精度測位実験システム（地上系）も含めた準天頂衛星システムについて、初期機能

確認を実施し、所定の機能及び性能を満たしていることを確認した。 

平成２２年１２月１３日より定常運用へ移行し、平成２２年１２月１５日から、関係機

関も含めて、各種技術実証、利用実証が開始された。現在でも、継続して、技術実証、

利用実証が実施されおり、関係機関も含め、様々な成果が挙げられている。 

 

３－１－３－Ｊ’ 特許出願状況等 

表 3-1-3-Ｊ’-1． 論文、投稿、発表、特許リスト

 

 題目・メディア等 時期 

論文 第 52 回 宇宙科学技術連合講演会 

「準天頂測位衛星初号機システムの特徴および開発状況」 

H20.11 

 第 53 回 宇宙科学技術連合講演会 

「準天頂衛星システムの開発状況と実験計画」 

H21.9 

 第 54 回 宇宙科学技術連合講演会 

「準天頂測位衛星初号機（みちびき）バス初期チェックアウト報告」 

H22.11 

 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究会 

「準天頂測位衛星初号機の電源設計」 

H20.6 

 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究会 

「準天頂衛星システムの開発状況」 

H21.6 

 The 26th International Symposium on Space Technology and Science

「Key Features of Quasi Zenith Satellite Bus System」 

H20.6 

発表 第三回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 

「準天頂衛星システムの開発状況と技術実証計画の概要」 

H20.5 

 第五回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 

「準天頂衛星プロジェクトと海外のとりまく状況」 

H21.5 

 第六回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 

「準天頂衛星初号機の準備状況と技術実証」 

H21.11 

 第六回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 

「準天頂衛星初号機の準備状況と技術実証」 

H22.5 

 第七回 衛星測位と地理空間情報フォーラム 

「特別講演：「みちびき」の状況と技術実証について」 

H22.11 

特許 なし  
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３－２－Ｊ’ 目標の達成度 

表 3-2-Ｊ’-1．目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

検証モデルの

技術実証に係

る環境整備 

準天頂衛星システム

に求められる衛星の

軽量化・長寿命化等

に関する基盤技術の

開発による検証モデ

ルを準天頂衛星初

号機に搭載すること

により宇宙実証する 

検証モデルの宇宙実証に向け、準

天頂衛星初号機の詳細設計、プロ

とフライトモデルの製作・試験、維

持設計、地上支援装置整備、衛星

射場輸送、運用準備作業、射場作

業を実施した。平成２２年９月１１

日に H-ⅡA ロケットにより準天頂

衛星初号機を打ち上げ、宇宙実証

の環境整備が完了した。 

達成 

 

４－Ｊ’ 事業化、波及効果について 

４－１－Ｊ’ 事業化の見通し 

以下の開発の当該箇所参照 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発(539 ページ) 

 

４－２－Ｊ 波及効果 

以下の開発の当該箇所参照 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発（546 ページ） 

 

５－J’ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

５－１－Ｊ’ 研究開発計画 

研究開発計画（実績）を表 5-1-Ｊ’-1 に示す。 

表 5-1-Ｊ’-1．研究開発計画 

実施項目／年度 １９ ２０ ２１ ２２ 

検証モデルの技術実

証に係る環境整備 

    

 

詳細設計

 
○○ 

○ 

維持設計 

 プロトフライトモデルの製作・試験 

地上支援装置整備 

運用準備作業等 

輸送・射場作業 
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５－２－Ｊ’ 研究開発実施者の実施体制・運営 

開 発 体 制 を 図 5-2-J’-1 に 示 す 。 （ 2009 年 １ 月 と 現 在 の 体 制 は 同 じ ）

 
 図 5-2-J’-1 
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５－３－Ｊ’ 資金配分 

資金配分（予算）を表 5-3-Ｊ’-1 に示す。 

 

表 5-3-Ｊ’-1 資金配分表（単位：百万円） 

研究開発項目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計

①異種材料を含む大型構造体用
　 複合材料製造設計技術開発

600 580 637 585 213 255 5 0 2,875

②検証モデルの技術実証に係る環境整
　備（特別会計）

0 0 0 0 404 345 250 0 999

計 600 580 637 585 617 600 255 0 3,874

 

 

５－４－Ｊ’ 費用対効果 

以下の開発の当該箇所参照 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発（553 ページ） 

 

５－５－Ｊ’ 変化への対応 

以下の開発の当該箇所参照 

・異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術開発（553 ページ） 
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第４章 技術に関する施策評価 

 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

宇宙は開発するものから利用するものへと認識が変わってきており、宇宙の利用が産

業として成り立つことが重要である。この観点から、宇宙産業プログラムを構成するプ

ロジェクトは、先端民生技術を最大限活用して人工衛星の基盤技術を確立させ、国際競

争力の強化を図るものであり、国の施策として妥当である。また、個別の目標も明確に

位置付けられており、継続すべき事業は継続していることも評価できる。開発した地球

観測衛星の価値を高めるためには、経済産業省が管轄するエネルギー・資源分野のみで

はなく、その他多くの分野への利用を促進することが必要であるが、その点は本施策に

反映されており評価できる。 

なお、宇宙システムは軌道上システムと宇宙輸送システム及び地上システムから成る

が、本プログラムは人工衛星に重点を置いており、宇宙輸送システム及び地上システム

の施策がやや尐ない。それらは常に表裏一体のものであることを認識すべきである。 

事業化については、初期の段階でビジネスの専門家等を交えて設定し、必ず最初に特

許・標準（デファクト、デジュール）等の目標も設定し、知財・標準化戦略を合わせて

行うことが望まれる。目標が遠大であるテーマほど、プログラムの全体像を俯瞰的に見

ることができず、個別具体的なプロジェクトの並列化が起こってしまっている。 

宇宙産業は総合産業であり、必然的にほぼ全ての府省庁が絡む産業と言えるが、その

連携が見えていないことは問題である。産業支援として取りまとめ役は経済産業省が妥

当であるが、ユーザとしての要求／提案、円滑な実施のための支援、得られる成果の教

育への波及などは他府省庁との協力なしには効果的な施策とはならないと考える。 

 地球観測衛星によって得られたデータを実利用に結びつけるには、データの価格（デ

ータポリシー）及び使いやすさ、ユーザ業界における衛星観測データ利用促進のための

環境整備など利用分野ごとに異なる様々な問題を解決する必要があるため、実利用の推

進を施策として拡充してもらいたい。経済産業省のみならず環境省、農林水産省も取り

組むべき課題（エネルギー・資源、地球環境、食糧などの社会的ニーズに基づく課題）

を持っており、他省と協力しつつ、エンドユーザーの立場から衛星データの実用化を進

めていく必要がある。また、宇宙分野では、政府調達は必須であり、今後、さらに行政

向けのリモートセンシングの活用などを振興してほしい。 

 

【肯定的意見】 

○ 1903 年のツィオルコフスキーのロケット推進理論の提唱から始まった宇宙活動は、

約 100年後の現在、宇宙は開発するものから利用するものへと認識が変わってきて

いる。既に通信、放送、気象観測、地球観測の面で社会への貢献度は大きいが、宇
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宙利用の面から考えると、それらが産業として成り立つことが重要である。この観

点から、宇宙産業プログラムを構成するプロジェクトは、先端民生技術を最大限活

用して人工衛星の基盤技術を確立させ、国際競争力の強化を図るものであり、国の

施策として妥当である。 

○ 実施期間の長短はあれ、技術的課題が明らかにされ、具体的目標が立てられている。 

○ 個別の目標も明確であり、位置づけも問題ないと考える。 

○ 継続すべき研究開発を継続していることも評価できる。 

○ 衛星による地球観測の立場から見たとき、エネルギー・資源は一つの利用分野であ

り、その他多くの利用分野がある。多くの分野で利用してこそ開発した地球観測衛

星の価値が高まる。エネルギー・資源を管轄する経済産業省が主導して地球観測衛

星を計画しても、他の分野への利用も促進することは必要である。この点は施策に

反映されている。 

○ 宇宙基本法、宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画及び第 4期科学技術基

本計画等の上位政策との関連が明らかであり、政策的位置づけがはっきりしている。 

○ 宇宙産業の振興は宇宙基本法、宇宙基本計画に述べられている以上に必要である。

財政赤字、不景気、人口減尐を抱える今の日本は「活力」が必要とされている。高

度成長期から今に続く自動車業界の海外への躍進、最近のサッカー、スケートに見

られるスポーツ界での日本の活躍、これらは象徴的に日本の活力を示すものである。

日本の宇宙産業も近い将来、これらの業界のように高い評価評判が得られるよう、

官民協力して戦略的に継続的に努力してもらいたい。 

この意味において、本施策は人工衛星の軽量・低コスト化、より精密なリモート

センシング技術の開発などを目指しており、その目的は十分に戦略的であり妥当で

ある。政策的位置付けは妥当であり、国際的動向をも十分に考慮している。 

○ 宇宙基本法、宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画及び第 4期科学技術基

本計画等の政策に則って実施される施策であり、ロジックモデルにしたがって実施

機関の役割も設定されている。従来、府省庁の縦割り組織の力が強すぎて連携がで

きなかった弊害があったが、それは無くなってきていることを期待したい。現に、

次世代衛星基盤技術開発では経済産業省、文部科学省、総務省、国土交通省の連携

が必須であるので、然るべき司令塔のもとで密接な連携を取るべきである。 

○ 各施策とも公共性を有し、かつ一企業で実施するにはスケール、金額ともに大きす

ぎるので、国が行う必要がある。 

○ 宇宙産業は、今後の発展が見込まれかつ現に成長している分野であり、同分野にお

ける産業を確立することは、日本の国際的な立場を高める上において極めて重要で

ある。そして、現段階では日本の宇宙産業は、民間産業として立脚していない点が

大きな問題である。これを解決するため事を目的とした本施策の策的位置付の妥当

性に疑問はない。また、上記内容から判断して本施策が経産省が関与すべきもので
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あることは疑いない。 

○ 宇宙開発は、世界的に国が主導でおこなわれているのが実情である。日本のメーカ

ーが海外で戦っていくためにはこれらのような研究開発活動が必ず必要である。そ

ういった意味では、すべて国として取り組む必要がある施策であると考える。 

○ 国が先導して進めるべき分野であり、安定的に予算の確保も出来ていて、政策安定

性は高いと言える。長期的に、予算規模を維持することが、この分野では重要であ

り、今後も継続していくことが必要である。経済産業省の宇宙開発では、中小企業

支援から海外への売り込みまで幅広い政策展開がなされており評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 改善すべき点ではないが、次のことも考慮しておくのが望ましい。宇宙システムは

人工衛星に代表される軌道上システムとそれを支えるインフラストラクチャであ

る宇宙輸送システム及び地上システムから成る。本宇宙産業プログラムは人工衛星

に特化しているので宇宙輸送システム及び地上システムの施策がやや尐ないが、そ

れらは常に表裏一体のものであることを認識すべきである。 

 事業化については、良く考えられているが、初期の段階でビジネスの専門家等を交

えて設定するのがよいと考える。 

 産業化を目指す研究開発であれば、必ず最初に、特許・標準（デファクト、デジュ

ール）等の目標も設定し、知財・標準化戦略を合わせて行うことが望まれる。 

 日本のプログラム運営でありがちな課題であるが、目標が遠大であるテーマほど、

全体像を見渡すポートフォリオが出来ておらず、その状況において、目先の開発目

標を具体的に設定しようとするがために、個別具体的なプロジェクトの並列化が起

こってしまっている。本施策群の中では、宇宙太陽光発電の開発で、そのような状

況に陥っているように見受けられる。 

 府省庁間連携に関しては課題があると認識する。宇宙産業は総合産業であり、必然

的にほぼ全ての府省庁が絡む産業と言える。通信には電波が不可欠（総務省）、今

後の国際協調プロジェクトの増加（外務省）、国際協調及び打上に不可欠な法整備

（法務省）、教育・科学における重要性（文科省）、リモセンデータの利用（農水省、

環境省）、測定システムと交通渋滞（国交省）など例に限りはない。しかし、これ

らの府省庁間の連携が見えていないことは問題である。今回のような評価において

は他府省庁からのも参加もあるべきであるし、施策の立案等にも深く絡むべきであ

る。産業支援として取りまとめ役は経済産業省が妥当であるが、ユーザとしての要

求／提案、円滑な実施のための支援、得られる成果の教育への波及、などは他府省

庁との協力なしには効果的な施策とはならないと考える。 

 宇宙基本計画で「研究開発主導から高い技術の上に立った利用ニーズ主導に転換」

と述べられていることは、地球観測に関して本施策においてかなり対応されている
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が、さらに実利用推進の施策への拡充が望まれる。地球観測の施策はハードウェア

から利用へ向かい次の種類に分けられる。 

① 利用ニーズに基づくハードウェアの開発（衛星、センサ） 

② 観測データの前処理（校正、補正）技術の開発、観測データ保管・提供システ

ムの開発 

③ 前処理済観測データからの情報抽出技術の開発（目的：エネルギー・資源、地

球環境、農林業その他） 

④ 実利用推進 

上記の①②のみでなく③の施策を実行していることは評価できる。しかし、③の

情報抽出技術開発を達成しても、衛星観測データを実利用に結びつけるには、デー

タの価格（データポリシー）及び使いやすさ、ユーザ業界における衛星観測データ

利用促進のための環境整備など利用分野ごとに異なる様々な問題を解決する必要

がある。この問題に取り組むのが上記の④である。この④の部分を施策として拡充

してもらいたい。これは技術開発ではないため、別の枠組みとして実行されるべき

性質かもしれない。衛星観測データの利用目的がエネルギー・資源の場合、経済産

業省の管轄であり、データ利用の川下まで把握しやすいため、省内プロジェクトで

対応できるが、その他の利用分野における実利用推進には他省との協力も必要であ

る。 

例として、「D．石油資源遠隔探査技術の研究開発」の「解析アルゴリズムの実用

化」について述べる。実用化を進めるためには、ある衛星データを利用することを

前提にどの課題の実用化が進められるかというアプローチ（上記③）とまず課題が

存在してそれにどのタイプの衛星データを如何に実用化に使うかというアプロー

チ（上記④）がある。「解析アルゴリズムの実用化」は前者のアプローチ（上記③）

である。この研究開発は必要であり、ASTER、PALSAR を管轄する経済産業省がこの

研究を推進することは妥当である。一方、経産省のみならず環境省、農林水産省も

取り組むべき課題（エネルギー・資源、地球環境、食糧などの社会的ニーズに基づ

く課題）を持っている。これらの課題に対するために、エンドユーザーの立場から

衛星データの実用化を進めていくのが上記④である。 

 宇宙分野では、政府調達は必須であり、今後、さらに行政向けのリモートセンシン

グの活用などを振興してほしい。 
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２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

 本施策は、技術の開発段階によって、各事業の成果の質と量は異なるが各事業の重要

性は明確になっており、現時点で得られた成果は概ね良好である。また、フライトセグ

メントから打ち上げに至るまで広くカバーした活動になっていること、日本企業の強み

と弱みのプロジェクトがあることから、バランスがとれていると言える。総じて妥当な

予算が配分されており、成果が得られている。 

小型化等による先進的宇宙システムの研究開発は民生技術・部品を活用して、いかに

事業化できるかにかかっており、それは SERVIS 衛星に代表される宇宙産業技術情報基

盤整備研究開発事業の成果に基づくものであり、両者はまさに補完的な意義を有する。

また、地球観測センサに関しては、ASTER、PALSAR から後継機としてのハイパースペク

トルセンサ、マルチスペクトルセンサへつながり、準天頂衛星を例とした次世代衛星基

盤技術では熱制御、次世代イオンエンジン、測位用擬似時計技術を柱とするシステム基

盤プロジェクトと構造部材創成・加工技術開発事業に分けられ、両者を合わせて次世代

衛星基盤技術を構成するようになっていて妥当である。 

 なお、宇宙産業は多様な技術が高度に統合された産業であるため、個々の事業を支援

するのみではなく、異なる事業者が実施している事業を有機的につなげる必要がある。

また、事業を進めるにあたっては、開発する技術、時間的観点からの優位性を事業の競

合相手と比較することが必須である。さらに、事業化は、自国だけでなく、競合となる

他国の状況にも大きく影響を受けるため、資金を前倒し投入して事業化を早めたり、世

界のトレンドに合わせて事業を変更していく等、柔軟性が必要である。 

本施策には、データベース整備などのソフト面のプロジェクトも含まれているが、技

術開発はハードウェアを中心とした技術・製品の開発が多く、ソフトウェア技術にあま

り焦点が当たっていない。世界的には、今後はソフトウェア技術とシステム技術がイノ

ベーションの中心となると捉えられているため、当該技術により力を入れていくべきで

ある。 

本施策の目的は「技術の研究開発」である。衛星による地球観測の場合、長期にわた

る施策は「衛星の打ち上げ・運用」の段階に入っており、「必要な技術の開発」と性格

が異なるため、別の枠組みとして事業を実施するもしくは、評価の仕方を変えることも

検討に値する。  

 

【肯定的意見】 

○ 地球観測用センサ等の既に確立されつつある技術と長期的観点に立つ SSPS のよう

に、成果の質と量はプロジェクトによって異なるが、現時点で得られた成果は概ね

良好と考える。 

○ 各事業の重要性は明確になっており、これまでに得られた結果も良好であると認識

した。 
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○ フライトセグメントから地上セグメント、打ち上げに至るまで広く範囲をカバーし

た活動となっている。また、総じて妥当な予算が配分されており、成果が得られて

いる。 

○ 日本企業の強みである高精度化などに特化したプロジェクトが多いこと、反対に弱

点であるデータベース整備などのソフト面のプロジェクトがあることと、バランス

がとれていると言える。 

○ 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発は民生技術・部品をいかに活用でき

るかにかかっており、それは SERVIS 衛星に代表される宇宙産業技術情報基盤整備

研究開発事業の成果に基づくものであり、両者はまさに補完的な意義を有する。 

○ 地球観測センサに関しては、ASTER、PALSARから後継機としてのハイパースペクト

ルセンサ、マルチスペクトルセンサへつながり、準天頂衛星を例とした次世代衛星

基盤技術では熱制御、次世代イオンエンジン、測位用擬似時計技術を柱とするシス

テム基盤プロジェクトと構造部材創成・加工技術開発事業に分けられ、両者を合わ

せて次世代衛星基盤技術を構成するようになっていて妥当である。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 空中発射システムの研究開発では、方式の選定が終わったところで技術実証も行わ

れておらず、まだ成果は十分でないといわざるを得ない。 

 個々の事業を積極的に関係付ける試みが欠けている点が問題と認識した。宇宙産業

は多様な技術が高度に統合された産業である。これは個々の技術が優れていたとし

ても、それぞれが効果的につながりを持たなければ機能しないことを意味する。例

えば、施策方針において指摘されているように、空中発射システム、高性能小型衛

星、小型地上システムは、一連のシステムとなりうるセットである。この中で、空

中発射システムと高性能小型衛星に関して、施策目的においては両者が連携するか

のような方針であるが、実際には実用時期、そして適用サイズまでもが両者間で整

合がとれていない。総じて、本施策は、個々の事業を支援するのみであり、異なる

事業者が実施しているこれらの事業を有機的につなげる方向性が欠けていると判

断した。 

 各事業の競合他技術あるいは競合他事業者との比較が不十分であると認識した。

個々の事業の重要性には疑いがない。しかし、産業として重視すべきは全ての競合

者の中における位置づけである。これは時間（スケジュール）的観点においても必

須である。従来より優れた技術が生み出されたとしても他者がそれを上回っていた

場合、市場における価値は大きく低くなる、また、重要とみなされる時期を外して

しまっても価値は激減する。例えば、小型衛星及びその打ち上げ技術は競合他者が

多く、その状況が重要である。また、短期間開発が売りの同分野においては時間的

制限を厳しく見積もる必要もある。 
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 事業化は、自国の状況だけでなく、競合となる他国の状況にも大きく影響を受ける。

事業化の可能性が大きいと判断される研究開発には、計画を変更してでも資金を前

倒しで付け、実現を早める等柔軟なスケジューリングが必要である。 

 センサデータや民生部品のデータベースのように継続性が要求されるものもある

が、時代の進展にあわせて変えていけるものある。例えば、軌道上実証は大変重要

であるが、すでにかなり小さな衛星で実証ができるようになってきている。世界の

トレンドを見ながら、事業を変更していく柔軟性も重要である。 

 技術開発もハードウェアを中心とした技術・製品の開発が多く、ソフトウェア技術

にあまり焦点が当たっていない。一方、世界的には、今後はソフトウェア技術とシ

ステム技術がイノベーションの中心となると捉えている。 

 開発方法論とそれにあわせた開発環境等に焦点をあてた研究がない。特にシステム

技術を、「システムを開発すること」と捉えてしまっており、「システムを開発する

方法論」が抜けている。これはソフトウェア技術を、「ソフトウェアを開発するこ

と」と捉え、ソフトウェア工学が抜けてしまうようなものである。宇宙開発は、シ

ステム技術の重要なドメインであるはずなので、この技術分野を牽引することは産

業界への波及効果が大きいはずである。 

 年次展開の予算配分ポートフォリオが、一覧表となっておらず、政策群全体像を予

算面から俯瞰することが困難である。宇宙予算に関しては、文部科学省のポートフ

ォリオと合わせて表示するべきであろう。 

 施策によって期間の長短がある。もちろん施策の性格によって長短があるのは当然

であろうが、石油資源遠隔探知技術の研究開発や ASTER のように 30 年を越える施

策は尐し長すぎるのではないか。 

 本施策の目的は「技術の研究開発」である。衛星による地球観測の場合、「①必要

な技術の開発」の後に「②衛星の打ち上げ・運用」が実施される。本施策は①に関

するものであり、②は性格が異なるため、別の枠組みの事業をする方が理解しやす

い。本施策の場合、プロジェクト Eが 25-31 年続き、②の段階に入っている。何ら

かの事情で別の枠組みにしにくい場合は評価の仕方を①と②で変えることも検討

に値する。 
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３．総合評価 

宇宙産業プログラムを構成するプロジェクトは、先端民生技術を最大限活用して人工

衛星の基盤技術を確立させ、国際競争力の強化を図るものであり、国の施策として妥当

である。宇宙開発の事業化を進める上で重要な活動となっている。 

宇宙基本法、宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画及び第 4期科学技術基本

計画等の上位政策との関連が明らかであり、政策的位置づけがはっきりしており、ロジ

ックモデルにしたがって実施機関の役割も設定されている。どの事業も公共性を有し、

一企業で実施するには金額が大きすぎるので、国として取り組む施策である。政府調達

が重要である宇宙開発において、海外への売り上げを増やすためにカタログ化・パッケ

ージ化して行く方向性は良い。その中で日本の技術が際立っていけるような、官民一体

となったビジネスデザインを進める上で、現在の官民連携体制をさらに強化してほし

い。 

各事業は概ね適切な目標を設定できており、それを実現するためのスケジュール及び

コストも適切に管理されており、事業の結果も良好に得られている。 

今後の主な課題として、1)宇宙機器産業の拡大、2)事業の積極的な海外展開、3)事業

間の連携、 4)国民への説明責任の強化、の 4項目がある。 

1)本宇宙産業プログラムで取り上げられている研究開発の事業化のような官民協働

による衛星需要の掘り起こしによる宇宙機器産業の拡大が必要である。日本の宇宙産業

市場の大部分は、宇宙利用サービスを利用した事業によるユーザ産業群であるためであ

る。また、その場合、モノを作ること、技術を開発することだけでなく、それらに付随

する方法論、開発環境及び知財・標準化による国際戦略も考慮して実施することが望ま

しい。 

2)今後、海外への売り込みにあたって、コストで勝負する技術と、性能・品質で勝負

する技術との差別化を進め、それぞれに整合する開発計画を立てて行く必要がある。 

3)現段階では、事業間の連携が実現されていない、各事業の競合他社との比較が弱い、

省庁間の連携がないといった問題がある。今後は、それら点を視野に入れた政策立案を

進めてほしい。 

4)国民に対する説明は「宇宙産業プログラムに関する施策・事業」のすべてにおいて

必須である。特に、資源探査における衛星データ利用は、本施策・事業の中でも重要な

部分であるため、その費用対効果の定量的説明は困難であるといえども、何らかの方法

で国民にその意義を理解してもらう説明の工夫が必要であろう。 

 

 

【肯定的意見】 

○ 1903 年のツィオルコフスキーのロケット推進理論の提唱から始まった宇宙活動は、

約 100年後の現在、開発するものから利用するものと認識されるようになってきた。
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既に通信、放送、気象観測、地球観測の面で社会への貢献度は大きいが、宇宙利用

の効果をあげるには、それらが産業として成り立つことが重要である。この観点か

ら、宇宙産業プログラムを構成するプロジェクトは、先端民生技術を最大限活用し

て人工衛星の基盤技術を確立させ、国際競争力の強化を図るものであり、国の施策

として妥当である。 

○ 宇宙基本法、宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画及び第 4期科学技術基

本計画等の上位政策との関連が明らかであり、政策的位置づけがはっきりしている。

ロジックモデルにしたがって実施機関の役割も設定されている。従来、府省庁の縦

割り組織の力が強すぎて連携ができなかった弊害があったが、それは無くなってき

ていることを期待したい。 

○ どの事業も公共性を有し、一企業で実施するには金額が大きすぎるので、国として

取り組む施策である。同時に官民協働も必要。 

○ 政府調達が重要である宇宙開発において、海外への売り上げを増やすためにカタロ

グ化・パッケージ化して行く方向性は良い。その中で日本の技術が際立っていける

ような、官民一体となったビジネスデザインを進める上で、現在の官民連携体制を

さらに強化してほしい。 

○ 宇宙開発に必要な項目について、幅広く国として研究開発を進めており、宇宙開発

の事業化を進める上で重要な活動となっている。 

○ 各事業の内容は疑いなく重要である。 

○ 概ね適切な目標を設定できており、それを実現するためのスケジュール及びコスト

が与えられており、成果がでている。 

○ 事業の結果も良好に得られている。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 2010 年度における日本の宇宙産業の市場規模は約 8 兆円であるが、そのうち、衛

星、ロケットなどの宇宙機器産業は 3,000 億円にも満たない。大部分は宇宙利用サ

ービスを利用した事業によるユーザー産業群による寄与である。そのことは裾野を

広げる意味で有効であり、その領域はもちろん広げてゆくとともに、宇宙機器産業

を拡大する努力が必要である。それは官民協働による衛星需要の掘り起しであり、

本宇宙産業プログラムで取り上げられている研究開発の事業化によるところが大

きい。 

 モノを作ること、技術を開発することだけでなく、それらに付随する方法論、開発

環境及び知財・標準化といったこともあわせて実施することが望ましい。 

 今後、海外への売り込みにあたって、コストで勝負する技術と、性能・品質で勝負

する技術との差別化を進め、それぞれに整合する開発計画を立てて行く必要がある。

その点を視野に入れた政策立案を進めてほしい。 
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 事業間の連携が実現されていない（実現させる方針もない）。 

 各事業の競合他者との比較が弱い。 

 府省庁間の連携がない。 

 国民に対する説明は「宇宙産業プログラムに関する施策・事業」のすべてにおいて

必要である。資源探査における衛星データ利用は、本施策・事業の中でも重要な部

分であるため、その費用対効果の定量的説明は困難であるといえども、何らかの方

法で国民にその意義を理解してもらう説明の工夫が必要であろう。 
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第５章 技術に関する事業評価 

 

Ａ．小型化等による先進的宇宙システムの研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

欧米より高機能・低価格で国際競争力を持った小型衛星観測システムを目指す本プロ

ジェクトの推進は妥当である。顧客のニーズ対応への取り組みがなされており、今後の

国際市場での販売拡大に期待したい。国が本事業のような開発を進めることは大変重要

である。 

 小型衛星における撮影分解能としては世界的にみて高い性能を有しており、技術とし

ての価値が極めて高い。また、地上システムも含めた衛星運用の自動自律化、ネットワ

ークによるどこでも運用の取り組みは先端的・意欲的な取り組みであり評価できる。他

方、衛星の小型化による機器の信頼性への懸念を払拭するためには、民生技術・部品の

活用がキーであり、そのためには、SERVIS プロジェクトによる民生部品の宇宙実証の

結果を最大限生かすべきである。また、編隊飛行（コンステレーション）によって各衛

星システムが補完的に働く機能を持たせることも必要である。 

なお、現時点では競合他者との時間的な競争状況を捉えるとより良いと考えるが、ど

の企業においても技術は日々進化しているため、その時々において他者に対して優位を

示していくことが重要であり、衛星の売り方を考えたパッケージ提供、衛星開発を考え

るべきである。知財・国際標準化戦略も強化してゆくべきである。 

 

【肯定的意見】 

○ 人工衛星及びそれを打ち上げる輸送系に代表される宇宙システムは、機能の高度化及

び多様化によって大型化するのは否めない。しかし、そのことはコストの高騰、長い

納期、及び大きなリスクというデメリットをもたらし、国際競争力の低下につながる

恐れがある。高機能性は確保したまま低コスト性、短納期性を実現するための一つの

方策は、大型衛星に务らない性能を有する小型システムの具体化である。このような

条件が満たされれば、小型化による先進的宇宙システムを構築するというプロジェク

トの推進は妥当と考える。 

○ 欧米より高機能・低価格で国際競争力を持った小型衛星観測システムを目指す本プロ

ジェクトは日本の活力を増す意味で大きな意義がある。 

○ 今後の発展途上国における小型衛星の需要見込を的確に捉えている。また、そのため

の調査も実施している。 

○ 競合他者における位置づけがしっかりしている。 

○ 個別の目標が達成されており、評価できる。特に、コンソーシアム活動を推進すると

ともに、短納期の仕組みを進化させていくことは、顧客のニーズ対応への取組として
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重要であり、今後の国際市場での販売拡大に期待したい。 

○ 宇宙システムにおいて、先端的な取り組みは各国共に国の資金により進められており

、国がこのような開発を進めることは大変重要である。 

○ 従来、衛星需要もそう多くなく、投資期間が長く、リスクも大きいため、衛星産業へ

の中小企業等の参入障壁は高かった。それは特別な宇宙用技術・部品が要求され、規

格もそれに見合う特別なものが必要とされたためでもある。衛星小型化による低コス

ト性、短納期性、低リスク性が実現されれば中小企業等の参入障壁が緩和され、優れ

た民生技術、民生部品の活用も容易となり、宇宙技術の裾野が広がるという可能性が

高くなる。 

○ 民生部品採用基準の設定や民生機器採用方針の設定は、公開されれば民生部品・機器

の利用を促進し、多くの部品・機器メーカーの参入を促進すると考えられる。 

○ 運用の省力化も重要な取り組みである。 

○ 民生品利用、中小企業参加を目指す本プロジェクトは、低価格化を実現するのみなら

ず、国内産業活性化のためにも大きな意義がある。また、その対応として取り組んで

いる「熱電気構造インターフェース基準」の設定、専門用語の解説資料の作成、民生

品の信頼性評価の検討などにも適切に取り組んでおり評価できる。 

○ SpaceWireに関する活動は、特筆すべきものであり、世界の標準規格を実質的にリード

できる可能性がある。特に、試験センターを構築し、機器メーカーの参入を容易にす

る取り組みは素晴らしい。 

○ 本研究開発は、地上・宇宙総合システムの開発、先進的宇宙システムのアーキテクチ

ャの構築、高性能光学センサの開発、バス質量 300kg以下の小型地球観測衛星の開発、

短納期（2年間）の製造・試験の実現、1週間以上の自動自律運用の実現、軌道上宇宙

実証等を可能とすることを全体目標とし、それぞれについて個別要素技術の目標の設

定を行っている。このことにより、研究開発を計画的に進めてゆくことが可能となり、

成果を上げることに寄与している。各目標はほぼ 100％達成され、標準的小型衛星バス

の開発が可能となったと評価する。 

○ 宇宙セグメントと地上セグメントの両方を同時に開発することは極めて重要であり、

そのような取り組みをおこなったことも意義が大きい。 

○ 小型衛星における撮影分解能として世界的にみて高い性能を有しており、技術として

の価値が極めて高い。 

○ スキューショット撮像などを含む観測性能の向上は必要であり、開発システムに優位

性を与える意味で優れている。 

○ 地上システムも含めた衛星運用の自動自律化、ネットワークによるどこでも運用の取

り組みは先端的・意欲的な取り組みであり評価できる。 

 

【問題点・改善すべき点】 
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 競合他者との時間的な競争状況を捉えるとより良いと考える。どの企業においても技

術は日々進化しているため、その時々において他者に対して有意を示していくことが

重要である。 

 衛星を小型化すると、どうしても機器の信頼性の懸念が生じるのはやむを得ない。民

生技術・部品の活用がキーと成ると思われるので、それらの宇宙実証が必要となる。

これには SERVISプロジェクトによる結果を最大限生かすべきである。また、編隊飛行

（コンステレーション）によって各衛星システムが補完的に働く機能を持たせること

が必要。 

 総合システムという言葉を使いながら、総合システム設計の活動が不十分である。競

争力を見据えた機能分担を含む総合システム設計が必要である。これは、方法論の構

築がされていないためと考えられる。今後の施策として必要である。 

 短納期が、標準ネットワークの利用とミッション対応ソフトウェアのアップロードに

よるとなっているが、これで2年を実現できるのはごく一部の範囲に含まれる衛星と考

えられる。AutoSARのような標準ソフトウェアアーキテクチャ規格構築や、Plug and P

layなどのインテグレーションの自動化、新たな開発方法論とそれをサポートする開発

環境・試験環境などの総合的な取り組みが必要である。例えば、EADS Astrium社のMod

el Base Systems Engineering開発環境はすでに実用化されており、Tales Alenia Spa

ce社の自動試験をおこなう試験ベンチなど、実用化された進んだ事例を学び、衛星そ

のものと開発環境、試験環境を一体で考えた整備が必要である。 

 運用の省力化も既にDMCでは基本的に1名体制である。このため、観測計画とバス運用

コマンドのアップロードでは競争力がないと思われる。 

 SpaceWireがISOの候補であるが、それ以外はまだ特許もISOへの提案もない。知財・標

準化戦略は重要であり、これらも含めて成果として出す必要がある。 

 売り方を考えたシステムになっていないのではないか。どういう国にはどういう売り

方をする必要があるから、どのようなパッケージを提供する必要がある。だから、ど

のような衛星である必要があるといった設計が必要である。 

 幅広いニーズに答えるため、高性能高価格と低性能低価格の両者を進める方向の検討

もありと考える。 

 営業活動について、USEFが担当しているとのことであるが、今後は国際ビジネスに精

通する商社等の参画を検討していただきたい。 

 技術的には十分な性能を有しているが、市場で生き残るためにはさらに広く深い市場

調査が不可欠と考える。  

 地球観測データ利用の事業拡大や海外新興国への事業拡大は重要であるが、それには

ASNARO衛星の成果達成が前提となる。 
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Ｂ．空中発射システムの研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

 

今後の必要な衛星打ち上げ、その国際状況を把握した上で日本が衛星打ち上げにおい

て先進的な技術を確保することを目指している点で妥当である。また、世界の調査、技

術開発から法制度の適用検討まで多くの活動を行っており、費用に対するアウトプット

として評価される。技術開発は、予算の集中投入によって加速できるが、法規制等の適

正化には時間が掛かるので、今後も持続的に進めてほしい。早期の実験実施によって、

事業化の有用性を判断すべきである。 

なお、小型衛星打ち上げ手段として、空中発射が最善の方法であるかは自明ではない。

小型衛星国際市場を獲得するためには、本開発が実用化を目論む 2020 年頃の予測価格

と比較し、より低コスト化につながる包括的な活動に取り組むべきである。 

選定した方式（空中投下、PDS（Platform Delivery System）方式）は、既に米国で

例があるものの、投下後の姿勢、点火のタイミング等、実用化にいたるまでに多くの検

討課題がある。現時点では具体的な実証は行われておらず、さらに検討した上で、十分

な実証試験等が必要である。 

【肯定的意見】 

○ 本プロジェクトの設定は、今後の必要な衛星打ち上げ、その国際状況を把握した上で

日本が衛星打ち上げにおいて先進的な技術を確保することを目指している点で妥当で

ある。 

○ 空中発射システムの実現は、実現できれば、小型衛星打ち上げ手段の可能性を広げ、

低コスト化もたらす可能性があるので、検討の意義はある。また、特定の射場が不要

であることから、自在性の高い打上げシステムであるといえる。 

○ 近年、小型衛星の打ち上げ需要は急増しているが、この用途に適した国内ロケットが

存在しないことは大きなネックとなっている。現在、世界的に小型衛星用ロケットの

需要増により、その価格は上昇傾向にあるため本開発の実現による状況打破が期待で

きる。 

○ 打ち上げ手段は国として確保すべきものであり、本研究開発を国が行うのは大変重要

な取り組みである。いくら人工衛星を開発しても、それを打ち上げる手段がなければ

、戦略的な宇宙開発活動を行うことはできない。このため、この取り組みはより積極

的に行い、早い実験の実施と適切な判断を行い、事業化の有用性判断を実施するのが

よい。 

○ 個別要素技術は、空中発射システムの運用構想、ロケット搭載/分離技術、運用管制技

術、法規制調査、搭載電子機器技術であり、それらの技術的課題を解決することによ

り実現へ近づくことができる。 

○ 空中発射方式、ロケット投下方式の調査、検討、選択も妥当である。法規制調査もし



38 

っかり行われている。本プロジェクトの今後の開発が期待される。 

○ 世界の調査、技術開発から法制度まで多くの活動を行っており、費用に対するアウト

プットとして評価される。 

○ 法規制等に初期の段階から着目したことは評価できる。技術開発は、予算の集中投入

によって加速できるが、法規制等の適正化には時間が掛かるので、今後も持続的に進

めてほしい。法規制の適正化に関わるロードマップの策定を推奨する。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 本開発の目的とするところ（小型衛星用ロケット）は十分に理解できるが、そのため

の方法として本開発（空中発射）が最善の方法であるかどうかは、自明ではないと考

える。 

 競合他者との比較においては、世界の小型ロケットとの比較が不可欠と考える。国内

の小型衛星事業者の多くは世界の格安ロケットを利用しているため、小型衛星国際市

場の獲得には世界との比較が必須である。国内のしかも国が行うイプシロンロケット

との比較では不十分である。また、この比較に際しては、現時点における価格と比較

ではなく、本研究開発が実用化を目論む2020年頃の予測価格と比較すべきである。 

 事業化については、どれくらいの打ち上げ費用になるのかがポイントである。現状、P

egasus相当を価格として想定しているが、より安いFalcon1eよりも安くなることを目

標として設定しなければ今後新たに出てくる競合に勝てないのではないか。より低コ

スト化につながる包括的な活動に取り組むべきである。 

 いくつかの方式の比較検討を行った結果、選定した方式は空中投下方式で、そのうち

標準プラットフォームを使用した PDS（Platform Delivery System）である。既に米国

ミニットマンロケットにその例があるが、投下後の姿勢、点火のタイミング等、実用

化にいたるまでに多くの検討課題がある。現時点では具体的な実証は行われておらず、

直ちに事業化につながるものではない。さらに検討した上で、実証試験等が必要であ

る。 

 ロケット分離技術等についても未解決の項目があるので、十分な実証試験の必要があ

る。現状では解析等による予測が行われているに過ぎない。ロケット搭載/分離技術の

試験を米国で行なうということであるが、自在性に懸念があると思われる。 

 産業としての自立のためには、小型衛星打ち上げのスタンダードを目指す事が必要で

ある。現行のスケジュールでは、計画が全てうまくいったとしても、その地位を築く

ことができるか疑問が残る。現時点ではフィージビリティスタディのみであり、短期

実用化のための計画立案が必要である。 

 世界的な競争が進められているこのような分野では戦略的に進める必要があり、重要

と判断された場合は重点的に資金を付けることも重要である。実機試験も行っていな

い現状では世界から遅れていると考えられるため、重要性を判断し、必要であればよ
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り資金を投入することが望ましい。 

 通信衛星を使った運用管制技術がなくても、実施できる形でまずは実現し、並行して

通信衛星を使った運用管制技術を追加していくなど、早期実現に向けたリスク対応計

画をするのが好ましい。 

 国内法の整備が遅れているので、技術的な検討とともに、法規制上の検討も重要であ

る。 

 「技術が出来る前から規制適正化の検討は出来ない」という主旨の国土交通省担当者

のコメントがあったと聞いたが、それでは、他国に先んじて技術開発が出来ても、実

用化の段階で遅れをとってしまう。省庁縦割りの弊害ともいえる規制適正化窓口の不

在に対して、多府省庁の関わる案件について経済産業省はリーダーシップを発揮すべ

きである。 
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Ｃ．宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト） 

（総合評価） 

 

実証衛星 SERVIS 1 号及び 2 号による実証によって着実に成果を上げていることは評

価できる。民生部品・民生技術のデータベース及びガイドラインを合わせて作成したこ

とは利用者の利便性向上の意味で高く評価でき、衛星の低コスト化、高機能化、小型軽

量化、短納期化が進み、国際競争力の強化につながるものである。本事業の継続発展に

おいて、開発に貢献した日本企業に有利な標準化が進むことを期待する。SERVIS 3 号

機によって、さらに多くの民生技術・部品のデータベース化ができることは喜ばしい。 

なお、本事業において作成したデータベース及びガイドラインの活用状況に関する調

査により力をいれるべきと考える。ユーザー側からの要望も少なからずあるはずであ

り、それを上手く取り入れる体制があれば、より良いデータベース構築ができると考え

る。また、目標を個数（件数）とすることは、データベースの初期段階では有用である

が、今後はデータベースの利用率に係わる指標を目標設定すべきである。民生品の入れ

替わりサイクルはとても早いため、より高頻度での実証機会も必要となる。 

【肯定的意見】 

○ 民生品の宇宙利用に向けた取り組みは、今後の宇宙産業の活性化には不可欠であり、

本事業の意義は大きい。 

○ 宇宙機器、システムは、軌道上実証が売れるための絶対条件となりやすい。そういっ

た意味では、このようなプログラムが存在し、新規に開発した機器を宇宙実証する機

会があることは大変よい事業であると言える。 

○ 開発支援技術に注目し、仕組みを作ったことも高く評価できる。 

○ 衛星製造等に転用可能性を有する民生部品・民生技術の実証を行うという目標は妥当

である。そのため、実証衛星 SERVIS 1号及び 2号による実証によってデータベース累

積登録数は 219、実験・試験装置は 121となり、着実に成果を上げていることは評価で

きる。 

○ 計画が遅延しながらも 2 号機の打ち上げ・運用も着実に達成し、データベース及びガ

イドライン構築を行なっており評価できる。 

○ データベースを作るだけでなく、学会発表、論文等も多く出ていることは評価ででき

る。 

○ 民生部品データベース、ガイドラインも活用されており、素晴らしい成果である。 

○ このプロジェクトで構築された民生部品・民生技術のデータベース及びガイドライン

は我が国で初のものであり、既に活用されている。これを活用することによって、衛

星の低コスト化、高機能化、小型軽量化、短納期化が進み、国際競争力の強化につな

がる。 

○ 実証された機器が実際に輸出されているのは素晴らしい成果である。 
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○ 衛星に使用する民生技術・部品に対して国際標準化することができれば、衛星製造及

び使用する技術・部品に関して日本の優位性を確立することが可能となり、世界戦略

上有効である。 

○ データベースと合わせてガイドラインを作成したことは利用者利便性向上の意味で高

く評価できる。本事業の継続発展において、開発に貢献した日本企業に有利な標準化

が進むことを期待する。 

○ 着実に試験を重ねガイドライン策定を行なってきており、ガイドラインのさらなる拡

充を通して今後の民生部品・技術の利用拡大が望まれる。 

○ SERVIS 3 号によって、さらに多くの民生技術・部品のデータベース化ができることは

喜ばしい。 

○ 過去の中間評価への対応も適切に行われている。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 ユーザー側からのフィードバックが弱いのではと考える。ユーザー側からの要望も少

なからずあるはずであるから、それを上手く取り入れる体制があれば、より良いデー

タベース構築ができると考える。 

 本事業において作成したデータベース及びガイドラインの活用状況に関する調査によ

り力をいれるべきと考える。特に、将来的には国外からの活用も視野に入れた調査が

重要と考える。国外からも幅広く利用されるデータベース／ガイドラインとなれば、

多くの衛星設計者にとってより価値のあるインフラとなる。また、日本及び日本の宇

宙産業のプレゼンスを高めることにもつながる。 

 データベースへのアクセスが容易に行われるようにするのが望ましい。 

 目標を個数（件数）とすることは、データベースの初期段階では有用であるが、今後

はデータベースの利用率に係わる指標を目標設定すべきである。 

 民生品の入れ替わりサイクルはとても早いため、より高頻度での実証機会が必要であ

る。 

 特許の出願のほとんどが LIB（一部 SIS）となっている。また ISO 標準化の活動も LIB

だけとなっている。基本的には、特許及び標準化への成果も出すべきである。 
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Ｄ．石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

経済産業省が開発を行った ASTER センサ及び PALSAR センサによる地球観測データの

有効活用が図られている。特に本事業の目的でもある衛星センサによって取得される画

像データを用いて石油資源の遠隔探知を行う技術は、資源・エネルギー供給の円滑化を

図るものとして意義が大きく、多くの成果を挙げている。なお、ASTER GDEM（ASTER Global 

Digital Elevation Model：ASTER 全球三次元地形データ） ver.2 は、精度の高い標高

データを世界に対して提供した特筆に値する優れた成果であり、地質情報データベース

等とともに、幅広いユーザーが利用できるようになっていることは大きな価値がある。 

 また、本研究開発では、衛星データを継続的に利用していくために、地上システムの

運用及びセンサの务化に関する品質管理が着実に行われていることも評価できる。 

 今後は、次世代アーカイブシステム研究について、ASTER、PALSAR データだけに限定

せず、国の基盤衛星データ、基盤地理空間データ（DEM、土地被覆データ）の管理シス

テムとして、発展させていくことなども必要である。 

 なお、本事業に関しては、上述のとおりその意義は理解できるが、明確な成果を国民

に対して定量的に説明できる必要がある。利用分野であるので、事業化についてはもう

少し注力する必要があるとともに、評価指標については、何をもって手法の確立とする

かなど、明確な指標設定が望まれる。加えて、長期的な観点で進める事業であることは

そのとおりであるが、長期にわたる事業であるならばフェーズに分けて重点化するなど

の取組も必要ではないかと考えられる。 

 また、取得できたデータの分析を国独自でも進める仕組みの構築やデータを閲覧でき

るユーザーの条件検討など、今後、取り組むべき課題も考えられるところである。 

【肯定的意見】 

○ 人工衛星によって取得される画像データを用いて石油資源の遠隔探知を行う技術は、

第 3 期科学技術基本計画における国家基幹技術「地球海洋探査技術」を具現化するも

のであり、宇宙技術と地球探査技術の融合を図り、資源・エネルギー供給の円滑化を

図るものとして、意義が大きい。 

○ ASTER及び PALSARによる地球観測データの有効活用が図られている。 

○ 事業の潜在的な重要性に疑いはない。 

○ 多くの成果をあげており、大変よい活動である。 

○ ASTER GDEM ver.2は、世界の様々な分野のユーザーにより精度の高い標高データを提

供したことに対して、特筆に値する優れた成果である。 

○ 論文発表、研究発表も多い。 

○ 石油ガス資源用の地質情報データベースは、科学的利用から商用利用で幅広いユーザ

ーが利用できるようになっており、評価できる。 

○ 「③解析アルゴリズム開発」において、資源探査以外の分野にもPALSARの利用手法を



43 

開発していることはPALSARの利用価値を高めていることになり大いに評価できる。 

○ ASTER、PALSARによる地理空間情報の標準化を行い、OGC（Open Geospatial Consortium）

でのカタログサービスによって国際標準化を図ろうとする努力は大いに評価できる。 

得られる衛星データは膨大なものとなり、従来はその有効利用を図るのが課題であっ

たが、本研究開発によって、データの品質管理と地上システムの運用体制が整備され

ることになり、有効である。 

○ データを継続的に取得し、評価をすることは重要であるため、今後も継続することが

望まれる。 

○ 衛星データの品質管理において、センサ务化に関する品質保証がなされていることは

高く評価できる。解析アルゴリズム及びデータに関して、今後もユーザーの立場に立

った提供の継続に期待する。 

○ 「④衛星データ品質管理、⑤ASTER及びPALSAR地上システム運用」は、品質の保証され

た衛星データを国際的に広く継続的に配布していることに対して高く評価できる。 

○ 具体的な目標に基づいて、データ解析及び配布方法を確立している。 

○ 「⑥次世代アーカイブシステム研究」は必要な研究である。将来は、省内のプロジェ

クトを超えて、国の基盤衛星データ、基盤地理空間データ（例：DEM、土地被覆データ

）の管理システムとして、ASTER、 PALSARだけに限定せずに拡張、発展させていくこ

とも視野に入れることができる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 事業化は一部では実現しているが、資源開発企業にとって他の分野への技術の展開を

図ることには消極的であるとのことである。これをどのように事業化するかが課題で

ある。 

 衛星データの取得から石油資源発見・生産までのタイムラグが大きいと、せっかく衛

星データが資源探査に使われても事業化がずっと遅れることになり、費用対効果を定

量的に把握することが難しくなる。 

 石油ガス資源探査の利用に関して、その利用可能性が確認されただけであり、実際に

利用されているかどうか（利用に足るものなのか）不明である（実際の資源発見につ

ながったかどうかは別にして）。 

 資源発掘という事業の重要度に対して、その成果の提示が困難であるということは大

きな問題点である。定性的な重要性は十二分に理解できるが、その投資に見合った成

果を定量的に説明できなければ国民の理解を得ることは難しい。実際、専門家による

公正な判断すらも難しいのではないかと感じる。公正かつ定量的な評価方法の確立が

課題と考える。 

 長期間にわたる活動が行われているにも関わらず、事業化が十分にみられていない。

利用分野であるので、事業化についてはもう少し注力する必要があると考えられる。 
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 特許が1件、標準化が1件となっているが、期間から考えると少ないといえる。基本的

には、特許及び標準化への成果も出すべきである。 

 長期的な観点から進めるべき事業であることはその通りであるが、31 年間の事業とい

うのは長すぎるのではないか。そのような長い期間の研究開発が必要であるなら、フ

ェーズに分けて重点化すべきではないかと思われる。 

 「①石油ガス資源探査利用手法確立」に関して、衛星データの利用が地上探査の軽減

によるコスト削減のように支援的な目的であるため、その達成度を明確に評価しにく

い事情は理解できる。しかし、企業による資源探査のための衛星データ利用の現状に

対して、H20-22年度の研究によりどのような手法が改善あるいは開発されたのかの説

明が求められる。 

 同じ内容であるが、達成度の評価指標を「研究事例件数」としているのは指標設定が

適切でない。何をもって手法の確立とするのか明確な指標の設定が望まれる。 

 国のエネルギー安全保障に関する分析が資源開発企業に委ねられている印象を受ける

。取得できたデータの分析を国独自でも進める仕組みの構築が必要ではないか。この

点を事業化のシナリオに、「国のエネルギー安全保障と言う観点から、顧客の1つには

経済産業省資源エネルギー庁があり、そこでの利用実態も考慮してデータベース化を

進める」というようなシナリオを明記しておくことを推奨する。 

 解析アルゴリズムのパッケージ化への取組状況とユーザーニーズの把握に努めてほし

い。 

 データを閲覧できるユーザーの条件検討を進める必要があるのではないか。 
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Ｅ．極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発 

／次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

光学センサである ASTER と合成開口レーダセンサである PALSAR は、それぞれの長所

を活かし、高機能・高性能な地球観測センサとして十分に効力を発揮している。特に、

PALSARが搭載された ALOS の活躍は一般社会においても災害監視等で認知度は高く、宇

宙利活用の重要性を一般社会に広めるという大きな役割を果たしている。 

また、両センサとも予定通りの運用を達成し、多くの成果を上げているが、本研究開

発では運用評価も実施することで、その技術が次世代の観測センサ開発に引き継がれて

いることも高く評価できる。 

 なお、目標設定としては、運用面のみではなく、意義のあるデータが取得できたかど

うかに着目した設定もなされるべきではなかったかと考える。また、20 年以上にわた

る長期間の研究開発であり、世界的に見た時間的な制約／競争という視点が弱くなって

いないか懸念が感じられる。 

【肯定的意見】 

○ 高分解能を有する地球観測を行うためには光学センサによるのが有利であることは否

めないが、全天候性及び自在性を考慮すると電波（マイクロ波）を利用するのが望ま

しい。電波によるものは分解能の面で性能が务ることが短所であるが、合成開口レー

ダとすることにより、その短所を補うことができる。この観点から ASTER 及び PALSAR

は高機能・高性能な地球観測センサとして十分に効力を発揮し、地球資源衛星「ふよ

う 1 号」（JERS-1）以降、NASA 極軌道プラットフォーム衛星（Terra）及び陸域観測技

術衛星「だいち」（ALOS）でも活躍してきた。本研究開発はそれらのセンサの開発と運

用を支える技術の確立に大いに貢献してきた。 

○ 特にALOSの活躍は一般社会においても認知度は高く、宇宙利活用の重要性を一般社会

に広めるという大きな役割を果たしている。 

○ PALSARは特に地球観測に効果をあげ、世界における災害監視にも貢献している。 

○ ASTER、PALSARともに十分な運用実績を残しており、今後の衛星運用へのノウハウの蓄

積もなされたと考えられる。また、ALOSでは、災害時の対応が積極的に進められてお

り評価できる。 

○ 多くの成果をあげており、大変よい活動である。 

○ ASTER及びPALSARともに予定通りの運用を達成している。 

○ 両センサとも20年以上にわたる長期間の研究開発であり、各世代において得られた技

術を、持続的に維持／改良させている点が評価できる。 

○ センサの务化、問題点に適切に対応している。 

○ ASTER 及び PALSAR ともに目標は十分達成された。また、運用評価（テレメトリデータ

評価、画像データ評価、校正データ評価、データトレンド評価）も実施されている。 



46 

○ ASTER、PALSAR開発で得られた技術は次世代の観測センサ開発に引き継がれていること

も高く評価できる。 

○ データを継続的に取得することは重要であるため、今後も継続することが望まれる。 

○ 過去の中間評価に対する指摘事項にも適切に対応している。 

○ 実利用推進を目指した中間評価の指摘事項、「研究開発から実利用におけるビジネス

支援体制の構築が必要である」の考えそのものは正しい。これに対して、プロジェク

ト推進者は「経済産業省における今後の衛星開発全体の課題として取り組んでいきた

い」と回答している。指摘事項は正しいが、回答も正しい。すなわち、ビジネス支援

体制の構築は重要であるが、技術開発の1プロジェクトに任せるのでなく経産省側から

新たな対応の枠組みを提供することが望まれる。 

○ H20-22年度だけの総合評価はBとした。ASTER、 PALSARの世界に対する貢献度を含め、

H20年度以前の開発実績も評価対象とすれば総合評価はAとなる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 開発期間がかなり長いのが気になる。ASTER、PALSARの利用領域は広い（たとえば、石

油資源開発分野、海上油徴の確認等）が、具体的な事業化に結びつき難いのが欠点で

ある。それは取得した地球観測データの利用促進を図るために、①何が求められるか、

②データをどのように利用するか、の考慮が必要と考えられる。 

 両センサとも 20年以上にわたる長期間の研究開発であり、その中で確実に技術を向上

させている事は大きく評価できる点である。しかし、期間が長いために時間的な制約

／競争という視点が弱くなっていないか懸念を感じた。例えば、石油資源探査用のセ

ンサとして現時点で世界的に見て技術レベル／順位は十分なのか、仮に技術向上速度

がより速ければ世界を席巻するようなセンサ／探査となれるのではないか、等。 

 目標設定として「運用」のみ掲げた点に疑問が残った。運用は最低限必要なことであ

り重要ではあるが、センサとしては意義のあるデータが取得できたかどうかに着目す

べきではないかと考える。運用評価の項目においてデータ内容が評価はされているが

、これではベストエフォート式の評価である。事前にこれらの項目及び、撮影枚数、

撮影箇所、達成解像度などに関して定量的な目標設定がなされるべきだったと考える 

 特許が0件となっているが、期間から考えると少ないと言える。基本的には、特許及び

標準化への成果も出すべきである。 

 どのくらいデータが利用されたかを、より定量的に把握する仕組みを、さらに整備さ

れたい。 

 本プロジェクトに関する問題点ではないが、本プロジェクトの目的がセンサ・観測シ

ステムの開発運用であるため、評価項目の「４．事業化、波及効果についての妥当性

」は適切でないと思われる。評点の表では評価できないが、仮にBを付けた。 

 軌道上で発生する緊急事態を極力減らすことが必要である。 
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Ｆ．ハイパースペクトルセンサ等の研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

リモートセンシングの重要性及び活用頻度は増え続けており、そのための先端的かつ

有用性の高いセンサ開発への投資は重要である。早期開発によって、次世代のリモセン

において日本のセンサ及び衛星の地位を高めていくことは重要である。また、ハイパー

スペクトルセンサは可視光から短波長赤外線をカバーする400－2500 nmの波長に185以

上のバンドを持ち、より高精度なデータを得る事が可能である。したがって、地表の石

油資源探査に有効な手段となり得るので、研究開発の意義は大きい。さらに、ユーザー

ニーズのあった高S/N比に対応したことや、利用ユーザーである各種機関と「Ｇ．次世

代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」を通じて連携し、技術開発のためのセンサと

ならないようにしていることは評価される。「ユーザーによるコンソーシアム等を作り

、データ利用ビジネス業界との連携を図り」事業化の構想を練る方向性は正しい。 

なお、実際の成果の例示が望ましい。例えば、前回評価指摘事項に対し、12 種の樹

種を 70％以上の精度で分類可能という回答があったが、それ以上の成果はあるのか、

また、石油資源探査等には効果はないのか、等。 

また、将来的な事業化に向けて、海外のハイパースペクトルセンサの技術開発及び事

業化情報の収集を期待する。事業化という点で考えたときに、商用としてどのようなデ

ータがどのようなユーザーに売れるのかを明確にした上で、その実現に向けて、海外の

同様のセンサとベンチマーキングを実施し、今回開発するセンサの特徴を出すことが望

ましい。したがって、早期に商用利用ユーザーとの密接なコネクションを作り、センサ

仕様への反映を目指すべきである。 

【肯定的意見】 

○ 本プロジェクトは日本が世界に誇れるセンサを目指しており、今の日本ではこのよう

な事業を積極的に推進する必要がある。 

○ リモートセンシングの重要性及び活用頻度は増え続けており、そのための先端的かつ

有用性の高いセンサ開発への投資は重要である。早期開発によって、次世代のリモセ

ンにおいて日本のセンサ及び衛星の地位を高めていくことは重要である。 

○ ハイパースペクトルセンサデータは、いろいろな用途に利用できる可能性を持ってお

り、潜在的なユーザーを多く持っている。このようなセンサ技術において、日本が優

位に立つことは大変重要であり、積極的に進めるべき研究開発である。 

○ 技術面でのセンサ開発は順調に進んでおり問題がない。 

○ ハイパースペクトルセンサは可視光から短波長赤外線をカバーする 400－2500 nmの波

長に 185 以上のバンドを持ち、可視光と赤外線の長所を併せ持つ。このことにより地

球表面物質の解析に有用なスペクトル分解能を持つので、より高精度なデータを得る

事が可能である。したがって、地表の石油資源探査に有効な手段となり得るので、研

究開発の意義は大きい。 
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○ また、マルチスペクトルセンサは 450-890 nm の波長域で観測するもので、ASTER のユ

ーザーの性能向上要求を反映させており、ハイパースペクトルセンサとともに地球観

測センサとして重要な役割を担っている。 

○ VNIR（可視近赤外）における 450以上の S/N比、及び SWIR（短波長赤外）における 300

以上の S/N比は世界最高レベルであり、実用面からも期待されている。 

○ これまでも実績を積み重ねてきたリモートセンシングを継続しておくことは必須であ

る。ユーザーニーズのあった高S/N比に対応したことも評価できる。利用者コンソーシ

アムの実現には、今後とも積極的に取り組んでほしい。 

○ 利用ユーザーである各種機関と「次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」を通

じて連携し、技術開発のためのセンサとならないようにしているのは評価される。 

○ 事業化の中でセンサ販売、衛星データ販売は比較的構想が練りやすい。これに対して

、付加価値情報を作成・販売する事業は、より多くの企業が参加するため、その構想

、計画を練ることは比較的難しい。しかし、この事業は経済効果が大きくなる可能性

を持っているため重要である。この観点で、「ユーザーによるコンソーシアム等を作

り、データ利用ビジネス業界との連携を図り」事業化の構想を練る方向性は正しい。

また、付加価値情報を作成・販売する事業がハイパースペクトルセンサの実利用の成

否の大きな要素となるといえる。したがって、経産省あるいは国も付加価値情報を如

何に事業化するかの構想を作る作業をサポートすることが望ましい。 

○ 特許が2件出されており、決して多くはないが評価される。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 実際の成果の例示が望ましい。例えば、前回評価指摘事項に対し、12 種の樹種を 70％

以上の精度で分類可能という回答があったが、それ以上の成果はあるのか、また、石

油資源探査等には効果はないのか、等。 

 将来的な事業化に向けて、海外のハイパースペクトルセンサの技術開発及び事業化情

報の収集を期待する。同センサの有用性は理解できるが、世界における位置づけ、差

別化、を明確にしていくことが産業化につながると考える。 

 事業化という点で考えたときに、商用としてどのようなデータがどのようなユーザー

に売れるのかを明確にした上で、その実現に向けて、海外の同様のセンサとベンチマ

ーキングを実施し、今回開発するセンサの特徴を出すことが望ましい。ユーザーにメ

リットの無い技術的な優位点は事業化にはメリットがない。 

 センサは利用ユーザーとの連携が重要である。早期に商用利用ユーザーとの密接なコ

ネクションを作り、センサ仕様への反映を目指すべきである。 

 上記のような枠組みを「次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」とともに進め

、センサデータの商用利用を積極的に進める必要がある。 

 海外へのセンサ販売のための実績作りは十分考えられていると思うが、コストダウン



49 

についても考えるべきではないか。 

 引き続き、特許及び標準化等の成果を出すことが望まれる。 
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Ｇ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

ASTERの後継機であるHISUIはハイパースペクトルセンサとマルチスペクトルセンサ

から構成されるが、高精度・高品質なデータを継続的に得るために必要なセンサの校正

、データ処理、運用計画から成る地上データ処理システム構築ができれば、その意義は

大きい。センサとしての潜在的利用価値が高い点や実用化のための解析技術において、

４分野の開発目標がそれぞれ具体的であり、それらが達成されていることは評価できる

。また、ハイパースペクトルセンサデータは、いろいろな用途に利用できる可能性を持

っており、潜在的なユーザーを多く持っている。このようなセンサ技術において、日本

が優位に立つことは大変重要であり、積極的に進めるべき研究開発である。 

 なお、各種の解析技術の目標は達成されているので、実際にそれが実用化にどうつな

がるか、すなわち、ユーザーにどう活用できるかが課題となる。データ処理システムは

国際標準に則っただけで売れるわけではなく、利用者にとってのメリット（処理時間が

世界最短など）があって初めて売れるものである。他のシステムとのベンチマーキング

をし、システムの特徴を明確にすることが望まれる。小型衛星の海外展開に際しても、

市場が本センサをどの程度必要としているかを調査した上での試算があるべきと考え

る。 

解析事例を増やすことで、ユーザーにとって魅力的で、とりつきやすいシステムとな

るよう今後の進展に期待する。また、センサデータの商用利用を積極的に進める必要が

あり、データ販売及び利用に関して、より定量的な試算が必要。なお、衛星データを農

業・環境・森林分野で実利用推進するためには別のプロジェクトが必要である。 

【肯定的意見】 

○ ASTERの後継機である HISUIはハイパースペクトルセンサとマルチスペクトルセンサか

ら構成されるが、高精度・高品質なデータを継続的に得るために必要なセンサの校正、

データ処理、運用計画から成る地上データ処理システム構築ができれば、その意義は

大きい。このことは、新成長戦略、産業構造ビジョン、宇宙基本計画、第 4 期科学技

術基本計画、エネルギー基本計画等の政策に立脚し、地球規模の環境問題の解決にも

資する。 

○ 本研究開発の全体目標は、ハイパースペクトルデータの実利用化のための解析技術の

確立、センサ校正・データ処理技術の構築、金属資源探査技術の研究開発等であり、

個別要素技術の目的は解析技術では、エネルギー分野、農業分野、環境分野、森林分

野に関するものであり、センサ校正・データ処理技術では校正技術、データ処理技術、

地上処理システム及び運用計画システムの実際にわたっている。金属資源探査技術で

は衛星データの解析技術及び金属鉱床タイプに応じた総合解析探査技術等が重点的に

研究されており、達成度も大きい。 

○ 実用化のための解析技術において、4分野の開発目標がそれぞれ具体的であり、それら
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が達成されていることは評価できる。 

○ 目標設定が具体的であり、かつその必要性も明確である。 

○ センサとしての潜在的利用価値が高い点が認識できる。 

○ ハイパースペクトルセンサデータは、いろいろな用途に利用できる可能性を持ってお

り、潜在的なユーザーを多く持っている。このようなセンサ技術において、日本が優

位に立つことは大変重要であり、積極的に進めるべき研究開発である。 

○ 利用ユーザーである各種機関と「ハイパースペクトルセンサ等の研究開発」を通じて

連携し、技術開発のためのセンサとならないようにしているのは評価される。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 各種の解析技術の目標は達成されているので、実際にそれが実用化にどうつながるか、

すなわち、ユーザーにどう活用できるかが課題となる。 

 期待している波及効果に関して楽観的な側面が否めない。例えば、新たな油田発見に

つながる場合もあるが、その逆も十分にありうる。ユーザーに対して本センサのデー

タがどれほど価値を持つか（どれほどユーザーがデータを要求するか）のみを判断基

準にすべきと考える（波及効果（1）として述べている売上試算のように）。小型衛星

の海外展開に際しても、市場が本センサをどの程度必要としているかを調査した上で

の試算があるべきと考える。 

 データ処理システムは国際標準に則っただけで売れるわけではなく、利用者にとって

のメリット（処理時間が世界最短など）があって初めて売れるものである。他のシス

テムとのベンチマーキングをし、システムの特徴を明確にすることが望まれる。 

 解析事例を増やすことで、ユーザーにとって魅力的で、とりつきやすいシステムとな

るよう今後の進展に期待します。 

 ハイパースペクトルセンサの研究開発と関連し、次世代観測衛星利用に発展するべき

ものであるが、実用化の見通しをもっと強調したほうがよい。 

 事業化に関して、データ販売及び利用に関して、より定量的な試算が必要。 

 センサデータの商用利用を積極的に進める必要がある。 

 エネルギー資源分野以外に農業・環境・森林分野でのハイパースペクトルデータ利用

の解析技術を開発する方向性はHISUIの実用化を推進する意味で重要である。農業・環

境・森林分野での衛星データ実利用の在り方を体系的に検討し、その中でのハイパー

スペクトルデータ利用の位置づけを明らかにした上で必要な解析処理技術を開発する

ことが望ましい。しかし、本プロジェクトの解析技術開発は個別的であるためHISUIで

何ができるかの可能性提示の意味で十分有意義であるが、実利用の推進には直接結び

つかない。すなわち、本プロジェクト自身は研究開発目的を十分に果たしているが、

衛星データを農業・環境・森林分野で実利用推進するためには別のプロジェクトが必

要である。 
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 3年間の予算約12億円の半分の約6億円を5テーマある農業分野で支出している。1テー

マ平均約1億円はやや高いように思われる。 

 特許が0件であるが、特許及び標準化等の成果を出すことが望まれる。 
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Ｈ．太陽光発電無線送受電技術研究開発（プロジェクト） 

（総合評価） 

 宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、エネルギー問題、環境問題を解消する将来シス

テムとして有望であり、技術的課題が多く長期的な視野が必要であることから国の研究

開発として取り組むべきものである。 

 本事業では無線送受電技術の開発を行っているが、30％以上の送電効率と送受電モジ

ュール厚さ 40㎜以下の達成見込みを得ていることは評価できる。 

 なお、SSPS の構築に向けては無線送受電技術だけでなく、打上げコストや軌道遷移

コスト等、その他にも解決すべき課題が多い。全体システムの完成までを考えるとすれ

ば、それぞれの課題を着実に解決すべきである。 

 またすぐには実現できない長期的な研究であるからこそ、常にどのような前提に基づ

き、どのようなシステムを想定し、どのようなメリットがあるのかを示すとともに、多

くの人に理解してもらう活動をあわせて行うべきである。 

【肯定的意見】 

○ 宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、エネルギー問題、環境問題を解消する将来シス

テムとして有効と考える。このシステム実現のためには、全体ロードマップを考慮し

た上で多くの要素技術や社会的・人文的課題も解決しなければならない壮大な計画で

あるが、本研究開発は、そのうちマイクロ波によって電気エネルギーを伝送する技術

を地上で実証するものであり、SSPSの実現のためには必要な研究開発である。 

○ JAXAでも SSPSの基盤研究開発が検討されていることでもあり、時宜に適した研究開発

と考える。 

○ 研究開発目標は、全体システム、送電部、受電部、ビーム方向制御部、送電制御技術、

試験候補地調査から成り、個別要素技術目標は、高効率薄型送電部の開発、高効率受

電部整流ダイオードの開発、位置・角度補正法と並列化法による送電制御技術であり、

それにしたがって詳細な検討が行われている。このことによって 30％以上の送電効率

と送電モジュール厚さ 40 mm以下の達成見込みを得ていることは評価できる。 

○ 抜本的なエネルギー対策に対しての研究開発である。一方で技術的課題は多いため、

長期的な視野が必要であり国が支援すべき施策である。 

○ 本技術はSSPSだけでなく、地上のエネルギー伝送手段として幅広く応用が可能である

点が評価できる。 

○ SSPSは、実現までに多くの技術的ハードルがある分野である。しかしながら、3.11以

降、原子力発電所に頼れない可能性が大きくなってきた今、実現されたときの影響は

大変大きいものであり、また一般企業が研究として取り組むには難しいリスクの大き

いものである。こういった分野に国の研究開発として取り組むのは大変有意義である

。 

○ マイクロ波エネルギー伝送で、従来の10分の1の薄さのサブアレイアンテナを開発する
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など、技術的には成果をあげている。 

○ 特許も1件出されており、評価できる。 

○ 無線送受電技術のSSPS以外の用途について視野に入れている点は評価できる。さらに

実用化へのエントリーマーケットとしての応用先の具体的掘り起こしに注力してほし

い。 

○ 今後数十年スケールのエネルギー対策として必要不可欠なプロジェクトであり、実現

に向けて推進する必要がある。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 SSPS は重要な研究開発であると考えるが、解決すべき課題は山積みである。本研究開

発は、そのうちの一部であるマイクロ波による送受電技術だけを取り上げたものと理

解している。したがって、全体システムの完成までを考えるとすれば、それぞれの課

題を着実に解決してゆくべきである。同時に、社会的・経済的な課題も並行して考え

る必要がある。 

 伝送技術だけでも本格的に実施するとすれば、予算総額が少なすぎるのではないかと

思われる。 

 SSPSにおける最大の課題は、「打ち上げコスト及び軌道遷移コストを考えた際に採算

が合わない点」と認識している。この最大の課題を将来のブレイクスルーに依存した

状態で、その他の技術の開発を目標としている事は問題点と考える。例えば、現状の

打ち上げコストの中で、採算が取れるための軽量化のための技術開発であれば納得が

いくであろう 

 SSPS用の技術開発というよりも、地上エネルギー伝送用の技術として極めて高い価値

を持ち国として支援すべき技術開発と考える。その上で将来の波及効果としてSSPSを

挙げる方が妥当な研究開発と感じた。 

 EADS Astrium社がレーザー方式を選定しているとあるが、それとの比較・優位性を評

価し、なぜ無線方式を選定しているかを明示すべきである。 

 SSPSは、すぐには実現できないものであるからこそ、常に必要性について疑問が呈さ

れている。常にどのような前提に基づき、どのようなシステムを想定し、どのような

メリットがあるのかを示すとともに、日々変わっていく前提の条件を見直しながら、

計画を見直していく必要がある。 

 SSPSはその技術的困難さから、コミュニティに閉じてしまう性質がある。なるべく多

くの人に理解してもらう活動も併せて行うのがよい。現在想定しているSSPSがどのよ

うなシステム設計になっているのか、打ち上げから製造、運用そして、廃棄・リプレ

ースに至るまで、ライフサイクルをカバーした内容とそれらのコスト、実現性等を示

すことが、理解者を増やすために必要である。 

 引き続き、特許及び標準化についても成果を出すことが望まれる。例えばスマートグ
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リッドでは、数百に及び標準化アイテムが上がっている。事業化するときにはポイン

トとなるため、特許だけでなく標準化にも気を配った活動をすべきである。 

 SSPS全体の開発シナリオと予算配分ポートフォリオが十分に検討されているとは言え

ず、本プロジェクトのテーマへの14.1億円の配算根拠が不明瞭である。従って、現時

点ではプロジェクト予算額を一旦1/10程度に縮小すべきである。 
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Ｉ．次世代衛星基盤技術開発プログラム（準天頂衛星システム基盤プロジェクト）（プ

ロジェクト） 

（総合評価） 

 既に社会インフラと化した測位システムを自国でまかなうことは、必須の課題であ

り、GPS の補完的役割を果たす準天頂衛星の開発は重要である。また、準天頂衛星への

活用のみならず、国際競争において優位性を保つための次世代衛星技術の開発としての

本プロジェクトの意義は大きい。要素技術それぞれにおいても目標が達成されており、

その成果の準天頂衛星へ搭載、あるいは、今後開発予定の衛星への搭載の動きが進んで

いることは評価できる。 

 なお、次世代衛星基盤技術として、なぜ、この 3つ（衛星構体の高排熱型熱制御技術、

次世代イオンエンジン技術、測位用擬似時計技術）の技術開発が選ばれたのかを明示して

おく必要があったと感じられる。イオンエンジンについては、本プロジェクトの目標は

達成しているが、実際には、運用期間終了後も故障するまで使用されることを考えると、

もう少し長い設定が必要であったのではないかと考えられる。また、今後の衛星販売ビ

ジネスにおける体系的な戦略なども描けるとよいと思われる。 

【肯定的意見】 

○ 準天頂衛星は GPS の補完的役割をも果たし、宇宙基本法、宇宙基本計画及び地理空間

情報活用推進基本計画に規定されているように、政策的にも本研究開発の推進は重要

である。 

○ 既に社会インフラと化した測位システムを自国でまかなうことは（一部機能であれ）

必須の課題であり、準天頂衛星を見据えた開発は重要である。 

○ 準天頂衛星の 3つの主要な課題、すなわち衛星構体のヒートパイプによる熱制御技術、

次世代イオンエンジン技術、測位用擬似時計技術について技術開発を行うもので、個

別に立てた目標の達成度も十分である。特に上記 3 つの主要課題については数値的に

も達成できていることを示しており、これらは準天頂衛星のみならず次世代衛星技術

として意義は大きい。 

○ 宇宙産業の中でも静止衛星は商用的に最も需要が高く、国際的に競争力のある静止衛

星バス技術を獲得することは極めて重要である。特に、国際競争において優位を保つ

ためには次世代技術開発を行うことで、衛星価値を高めることが不可欠である。 

○ 日本としては初となるフライト級のホール型スラスタ（ここでの次世代イオンエンジ

ン）の開発及び長時間作動試験に成功している。 

○ ３つの要素技術それぞれで目標が達成されており、システム基盤の確立を着実に進め

られたことは評価できる。ヒートパイプネットワークは軌道上でも十分な性能が得ら

れており、次世代バスへの成果適用が予定されており、高く評価できる。 

○ 開発した技術が、準天頂衛星あるいは他の人工衛星で実際に利用されているのは評価

できる。 



57 

○ 論文発表等も積極的に行われていることは評価できる。 

【問題点・改善すべき点】 

 次世代衛星として必要な技術はおそらく多数あるであろうが、何故この 3 つを選択し

たかを明確にすべきと感じた（本技術の必要性は理解できているが、これら 3 技術が

必要条件なのか必要十分条件なのかを明確にすべきと感じた）。 

 そもそも、次世代衛星基盤技術として、なぜこの3つが選ばれたのかを明示しておく必

要がある。つまり、同じ費用を使って、他の技術よりもこれら3つの技術がより効果的

であると判断された理由を明示する必要がある。 

 JAXA で行われている熱制御の研究開発や電気推進（イオンエンジン）の研究開発等と

の連携を取るのが望ましい。 

 次世代イオンエンジン技術として寿命3000時間という目標設定が短いと考える。推力2

50mN及び寿命10年程度の静止衛星の南北制御だけであれば3000時間の寿命は十分と言

える。しかし、近年、静止衛星の南北制御用イオンエンジンを、計画内あるいは計画

外（緊急の）の軌道遷移用エンジンとして利用する例が増えている。比推力が高い故

に想定外のΔV運用を実施できるという点は、イオンエンジンのメリットとして大きい

。世界的に競争力のあるイオンエンジンとするために、今後の長寿命化開発に期待し

たい。 

 実際の衛星では、運用期間終了後も故障するまで使われることを考えると、例えば、

イオンエンジンにおいて3006時間の動作試験で目標がされた後、装置寿命はどのくら

いであり、動作不能になる理由が何であるかなどを地上試験で把握しておくことが有

効か検討してほしい。有効であるなら、試験環境が許す限りデータの取得に努められ

たい。 

 特許が1件しか出ていないが、技術開発であるため特許あるいは標準が出ていてもおか

しくないのではないか。本プロジェクトで開発した技術の成果を単に個別技術の向上

、準天頂衛星での利用にとどまらせず衛星販売ビジネスにおける国際的優位性に結び

つけるための体系的な戦略と青写真が必要であろう。これは本プロジェクトの主眼で

ある技術開発の範囲を超えるものであるが、国として最終的に成功するために、体系

的な戦略は必要であり、経産省と委託業者は協力してこの成功に至るロードマップを

作成してもらいたい。 
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Ｊ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）（プロジェク

ト） 

（総合評価） 

Ｉ．の研究開発と表裏一体をなすものであり、ともに準天頂衛星を例に、次世代衛星

基盤技術開発の確立を目指すものとして意義が大きい。本技術開発は、衛星全体の軽量

化に対するインパクトの高い研究であり、数値目標も達成している上、開発中の商用衛

星への適用など、研究開発から事業化までがリンクしている点が評価できる。 

 なお、CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics：炭素繊維強化プラスチック）に関

する研究は、大学や研究機関においても多く実施されており、これら組織との協力体制

を図るとともに、世界を視野に入れた競合他者との比較等、本技術の立ち位置を明確に

することも望まれる。日本の得意分野である複合材料技術を生かして、積極的に国際標

準化を推進する等の戦略的視点をもつのが望ましい。 

【肯定的意見】 

○ Iの研究開発と表裏一体をなすものであり、ともに準天頂衛星を例として次世代衛

星基盤技術開発の確立を目指すものとして、意義が大きい。宇宙基本法、宇宙基本

計画及び地理空間情報活用推進基本計画によっても、本研究開発の推進は重要であ

ることが示されている。 

○ 衛星全体の軽量化に対するインパクトの高い研究であり、国際競争力の獲得には不

可欠である。 

○ 衛星セントラルシリンダの軽量化やパネル構造体の線熱膨張率等の数値的目標を

達成できたことは評価できる。 

○ 計画通りに新素材を用いた構造体に関する目標が達成されたことは、エンジニアリ

ングノウハウも蓄積されたと推察され、評価できる。 

○ 三菱電機の標準衛星バス DS2000 や DS2000L への適用や、商用衛星 TURKSAT-4A/4B

への適用も見込まれ、実用化が期待される。衛星需要が少ない中、非常に心強いこ

とである。事業化に発展できることを期待する。 

○ 今回開発された技術が、三菱電機がトルコから受注した通信衛星に利用されている

のは素晴らしい成果である。 

○ 研究開発と事業化がリンクしている点は評価されるべきと考える。 

○ 静止衛星の厳しい国際競争の中で受注を得た静止衛星に対して、本研究開発の成果

が適用される点も高く評価されるべき。 

 

【問題点・改善すべき点】 

 日本の得意分野である複合材料技術を生かして、積極的に国際標準化を推進する等

の戦略的視点をもつのが望ましい。 

 構体系質量比として世界トップレベルの軽量とあるが、国際競争力をより高めるた
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めには、競合相手を圧倒するようなさらに高い目標を掲げていくべきと考える。 

 さらにコストダウンできる部分を増やして競争力を高めることに努められたい。 

 今回の研究成果を使うことで、どれだけ競争力が上がったのかを示す必要がある。

軽くなってその分の打ち上げ費用が安くなっただけであれば、その打ち上げ費用削

減分だけ競争力が上がったと考えられる。 

 CFRPに関する研究は大学や研究機関においても多く実施されているが、これら組織

との建設的な協力関係があればよりよいのではないかと思われる。 

 競合他者との比較が不足している。本研究開発により国として優位な技術を獲得す

ることになるが、他者も同様に技術開発を行なっている。世界的に技術が上がって

いく中における、本技術の立ち位置を明確にすべきである。 
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言
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第６章 今後の研究開発の方向等に関する提言 

 

【技術に関する施策】 

（宇宙産業プログラム） 

宇宙の利用を産業として成立させるためには、民生技術・部品を使用することで、宇

宙機器産業への企業の参入を促し、一方で利用実例の紹介などによってユーザー産業群

の裾野を広げ、宇宙産業全体を拡大させることが重要であり、さらに規制適正化や補助

制度などの政策面からの市場規模拡大の努力が望ましい。 

その中で、新興国をターゲットとして地球観測分野で、衛星開発からデータ利用手法

のサポート等まですべてをパッケージとして、売り込める技術開発は妥当であり、今後

も鋭意進めていただきたい。特に、地上受信システムやデータ利用手法のサポート等は

今後も継続的な市場を確保できるという点で重要である。 

各プロジェクトの主目的は技術開発であり、事業化推進のための問題の整理とその解

決は主目的ではないため事業化計画が具体性に欠ける。そこで、実利用推進（事業化推

進）の道筋の明確化を主目的とした別枠のプロジェクトを立ち上げることは検討に値す

る。 

経済産業省の担うべき範囲と責任の明確化が不十分だと思われる中、経済産業省がリ

モートセンシングに集中している点は、政策判断として高く評価できる。今後もリモー

トセンシングに関する技術力強化を柱にプログラムを進めるべきである。なお、国の限

られた予算・人員の中で最大の成果を上げるためには、他にもっと良い施策・事業があ

るのではないかとの視点を厳しくもつことが重要である。 

プロジェクト H（太陽光発電無線送受電技術の研究開発）に相当する将来のエネルギ

ー確保の技術は極めて重要であるため、先進国の技術開発動向を注視しつつ、日本の優

位性を発揮できる部分に対して継続的な技術開発の投資をしていただきたい。 

技術開発においては、得られた知見の再利用や他産業への波及効果も考慮して、先端

の開発方法論をきちんと適用する施策が必要である。なお、計画されたすべてのプロジ

ェクトの目標達成率は非常に高いため、今後はもっとチャレンジングなテーマ設定が望

まれる。 

 

【各委員の提言】 

○ 宇宙活動は約100年間の「開発」の期間を経て、いまや「利用」するものとなってきた

。既に通信、放送、気象観測、地球観測の面で社会への貢献度は大きいが、利用の効

果を発揮するには、それらが産業として成り立つことが重要である。従来、宇宙で用

いられる技術・部品は、「宇宙用」として特別とされ、したがって、高コスト、長納

期が宿命で、企業にとっても参入障壁が高かった。民生技術・部品を使用することに
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より、これらの障壁を緩和することができれば、宇宙産業の裾野は広がることが期待

される。 

○ 2010年度の日本の宇宙産業の市場規模の調査によれば、純粋な宇宙機器・輸送系の売

り上げは3,000億円に満たないものの、宇宙利用サービス産業、宇宙関連民生機器産業

、ユーザー産業群の合計は約8兆円となり、特にユーザー産業群の規模が大きいことが

有望材料である。もちろん、宇宙機器産業が拡大すれば、ユーザー産業群も拡大し、

いわゆる「宇宙産業の三角形」全体が拡大し得る。さらに政策面からの市場規模の拡

大の努力が望ましい。 

○ 使わないでも済む宇宙技術（例えば宇宙葬）を宇宙産業市場拡大のために検討するこ

とはやめてほしい。 

○ 現在の施策の進め方は妥当であるため、これを継続してもらいたい。 

二、三のコメントを以下に記す。 

（１）新興国をターゲットとして地球観測分野で 

①高機能・低価格の衛星、センサ 

②空中発射による安価な打ち上げ 

③地上受信システム 

④情報抽出手法と観測データ利用のサポート 

等の全体をパッケージとして売り込める技術開発は妥当であり、鋭意進めていただき

たい。特に③④を扱うことにより継続的な市場を確保できる。 

（２）プロジェクトH（太陽光発電無線送受電技術の研究開発）に相当する将来のエネ

ルギー確保の技術は極めて重要であるため、先進国の技術開発動向を注視しつつ、日

本の優位性を発揮できる部分に対して継続的な技術開発の投資をしていただきたい。 

（３）各プロジェクトの報告の中に「事業化・波及効果」の項目があり、期待される

市場規模などが示され可能性を述べている。しかし、各プロジェクトの主目的は技術

開発であり、事業化推進のための問題の整理とその解決は主目的ではないため具体性

に欠ける。そこで、実利用推進（事業化推進）の道筋の明確化を主目的とした別枠の

プロジェクトを立ち上げることは検討に値する。これは技術開発ではないため、予算

規模は小さくて済む。しかし、環境・農林分野での地球観測衛星データ利用など経産

省内のみでは検討できない部分に対しては、どのように省間連携を行うかが課題とな

る。 

○ 府省連携が重要であることは言を俟たないが、それらの司令塔となる組織が必要であ

る。現実では宇宙開発戦略本部がそれにあたるのであろうが、それが十分であるかど

うか検証しながら進めるべきであろう。 

○ 全ての施策・事業も極めて重要であると判断している。しかし、国の限られた予算・

人員の中で最大の成果を上げるためには、「数ある他の施策／事業の中から何故この

施策を選択するのか／したのか」という観点が重要と考えている。他にもっと良い施
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策／事業があるのではないか、という視点を厳しくする事が重要と考える。 

○ 宇宙開発の大半の計画が他省予算にて執行される中、経済産業省が担うべき範囲と責

任の明確化が不十分に感じられる。そう言った中で、リモートセンシングに集中して

いる点は、政策判断として高く評価できる。今後も、リモートセンシングに関する技

術力強化を柱にプログラムを進めるべきである。 

○ 宇宙セグメントと地上セグメントを合わせて開発する総合システム開発方法論とそれ

に合わせた開発環境を実現する「システム技術」に関する施策を実施する必要がある

。同様に人工衛星では、シリーズ設計とファミリー設計を考慮したシステム設計をお

こなうような方法論など、システムズエンジニアリングの最新方法論・技術を使った

システム開発及びシステムの開発・利用の間に要求が変わってしまうことを前提とし

たシステム開発方法論であるEnterprise Systems Engineeringなど、先端の開発方法

論をきちんと適用する施策が必要である。 

○ 今後、益々ソフトウェア化が進むことを考慮し、無人運用ができる“スマートサテラ

イト”を実現するソフトウェアアーキテクチャとそれを利用するための開発環境プラ

ットフォームの開発を目指す施策も有効であると考える。 

○ 計画された全てのプロジェクトの目標の達成率は非常に高い。もっと、達成出来るか

どうかわからないようなチャレンジングなテーマ設定が望まれる。 
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【技術に関する事業】 

（Ａ～Ｊ 全事業共通（プロジェクト）） 

事業（プロジェクト）によっては、既に確立されつつある技術の実用化と長期的な観

点から技術レベルの向上を図るものがある。両者とも全体としての目標と、それを具体

化するための個別要素技術の達成目標を立てて事業化してゆくのが望ましい。 

目標設定が必要性によって決定されることが重要であり、達成可能見込みから判断して

目標設定が付けられることがないかを注視する必要がある。 

 

【各委員の提言】 

○ 事業（プロジェクト）によっては、既に確立されつつある技術の実用化と長期的な観

点から技術レベルの向上を図るものがある。具体的にいえば、前者は地球観測センサ

や民生技術・部品の宇宙実証（SERVIS衛星）であり、後者はSSPS（太陽光発電システ

ム）や空中発射システムである。両者とも全体としての目標をたて、それを具体化す

るための個別要素技術の達成目標をたてて事業化してゆくのが望ましい。 

○ どの事業にも共通することとして、目標設定が必要性によって決定されることが重要

であり、達成可能見込みから判断して目標設定が付けられることがないかを注視する

必要がある。 
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（Ｂ 空中発射システムの研究開発（プロジェクト）） 

空中発射システムは、日本が得意とする改良技術開発であり、今後、技術開発と共に、

実機規模に近い試験実施も含めて制度整備が滞り無く進むことに期待する。 

空中発射システムの研究開発では、実現に向けた戦略的なロードマップなどの検討も考

慮する必要がある。 

 

【各委員の提言】 

○ 例えば、空中発射システムを使って50kg級を3機同時打ち上げとし、毎年2、3回打ち上

げることを国によるアンカーテナンシーとして確保することで、事業化を促進すると

ともに、宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業等で、ベンチャー衛星メーカーによ

る50kg級の衛星を年6～9機作る。これに載せて技術実証すべき中小企業による開発機

器を載せて軌道上実証させるなど、ロケットメーカー、ベンチャー衛星メーカー、新

規参入の中小企業とすべてを関連付けて成果に結び付けていくことも必要であると考

える。特にベンチャーや中小企業の製品は、大手に比べて低コストで実証ができる。 

○ 空中発射システムは、日本が得意とする改良技術開発であり、今後、技術開発と共に

、実機規模に近い試験実施も含めて制度整備が滞り無く進むことに期待する。 

○ 宇宙システムは人工衛星に代表される軌道上システムとそれを支えるインフラストラ

クチャである宇宙輸送システム及び地上システムから成る。本宇宙産業プログラムは

人工衛星に特化しているので宇宙輸送システム及び地上システムの施策がやや少ない

が、それらは常に表裏一体のものであることを認識すべきである。これには空中発射

システムも該当するかも知れない。 
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（Ｃ 宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（プロジェクト）） 

民生技術・部品の宇宙実証（SERVIS 衛星）によるデータベースを活用して国際標準化す

る方法を探せないか。日本は国際的な戦略に劣るので、日本の優れた材料や部品で国際的

な戦略を立てるのが望ましい。 

民生技術・部品は、入れ替わりサイクルが早いため、宇宙実証を継続的に実施する必要

がある。 

 

【各委員の提言】 

○ 民生技術・部品の宇宙実証（SERVIS衛星）によるデータベースを活用して国際標準化す

る方法を探せないか。往々にして日本は国際的な戦略に劣るので、日本の優れた材料や

部品で国際的な戦略を立てるのが望ましい。その意味で、次世代構造部材創成・加工技

術も戦略的な技術となり得る。 

○ 民生技術・部品は、入れ替わりサイクルが早いため、宇宙実証を継続的に実施する必要

がある。このため、低コストで実証を行う必要があり、例えば、空中発射システムを使

って50kg級を3機同時打ち上げとし、毎年2、3回打ち上げることを国によるアンカーテ

ナンシーとして確保することで、事業化を促進するとともに、宇宙産業技術情報基盤整

備研究開発事業等で、ベンチャー衛星メーカーによる50kg級の衛星を年6～9機作る。こ

れに載せて技術実証すべき中小企業による開発機器を載せて軌道上実証させるなど、ロ

ケットメーカー、ベンチャー衛星メーカー、新規参入の中小企業とすべてを関連付けて

成果に結び付けていくことも必要であると考える。特にベンチャーや中小企業の製品は

、大手に比べて低コストで実証ができる。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 評点法による評点結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                    

第７章 評点法による評点結果 

 

 

宇宙産業プログラムに関する事業評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検

討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」の

とおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成１１年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第９

回評価部会（平成１２年５月１２日開催）において、評価手法としての評点法につ

いて、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成２１年３月３１日に改定された「経済産業省技術評価指針」において

も、プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行う

ことが規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき、点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   



                                                                                                                                    

３．評点結果 
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