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    日本<約2,700億円>         

日欧需要先別売上高 
＜平成２１年＞ 

○宇宙は国家の安全、経済、科学を担う戦略的分野であり、宇宙開発利用産業の育成には国家戦略的な位置
づけが必要。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きている。 

○宇宙産業の裾野は広く、国内の市場規模は、約８兆円。ただし、日本の宇宙産業は国内の官需に依存して
きたため、欧米より市場規模が小さい。また、我が国の事業者は、十分な国際競争力を有していない。 

○他方、世界の宇宙産業は今後も市場規模を増加していく成長分野。現在、衛星の最大の商業市場は、通
信・放送衛星。また近年、新興国を中心に地球観測衛星の需要が拡大。 

○各国は新興国の市場を狙い、官民連携して積極的に売り込みをかけており、国際競争は激化している。我
が国も官需依存から脱却し、今後の我が国の経済発展に貢献するため積極的な海外展開及び利用拡大が必
要。 
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出所：Satellite Industry Association  
[State of the Satellite Industry Report(2010)] 

世界市場規模の推移 

（億ドル） 

サービス 

宇宙 
機器産業 

宇宙利用 
サービス産業 

ユーザー産業群 

サービス 

宇宙関連 
民生機器産業 

2,697億円 

7,371億円 

36,722億円 31,696億円 

合計：78,537億円 

宇宙利用サービスを利用し
た事業を展開（資源開発、
通信放送、農林漁業、国土
開発、気象・環境観測等） 

衛星通信・放送等の
宇宙システムを利用
してサービス提供 

衛星、ロケットや地上設備等 

出典：社団法人日本航空宇宙工業会 
平成２２年度宇宙産業データブック 

欧州<約7,000億円>  

日本の宇宙産業市場規模 
＜平成２２年度＞ 

中小企業
含め幅広
い産業に
波及 

（注）米国の市場規模は約４．５兆円 
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○ 宇宙を利用したサービスには、衛星、ロケット、地上局、データ利用すべてを
組み合わせたシステムが必要となる。国際市場の需要を獲得するためには、シス
テム全体として競争力を高める必要がある。 

○ このため、高性能小型衛星に加え、追跡管制やデータ受信処理の省力化による
低コスト・小型の地上システムの開発を進め、衛星運用事業者の育成、衛星利用
サービス産業・衛星画像ユーザの拡大に取り組んでいる。 

○ また、小型衛星の打上げ手段として注目される空中発射システムの研究開発に
取り組み、特定の射場を必要とせず、打上げ機会の増加等を可能とするシステム
の検討を進めている。 

 

空中発射システム 小型地上システム 高性能小型衛星 

災害監視

森林監視

環境監視

設備の一本化、小型化、
省力化による低コスト化
（導入ｺｽﾄ：５分の１以下、
運用ｺｽﾄ：１０分の１以下）

データ受信処理の高速化

飛行機やヘリコプター等の
データも受信し、統合処理 

低コスト・機動的な 
打上げ手段として研究 

国際市場のニーズを踏まえた小型衛星システムの開発 3 
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○ 宇宙システムの利用を抜本的に拡大するためには、川下の宇宙利用・ユーザー
産業のニーズを視野に入れて、利用システムの開発等を進める必要がある。 

○ 当省では、長年、資源探査分野を中心として、地球観測センサとデータ解析技
術の研究開発を進めてきた。今後は、ビジネス化も視野に入れた、民間事業者の
創意工夫による新たなサービス創出も支援していく。 

○ さらに、さまざまな情報を広範囲にわたり取得できる衛星データの特徴を活か
し、地球環境や災害といった地球規模の課題解決に貢献する。 

 

採掘 
有望地 

（出所）経済産業省作成 

アプリケーション例（ASTER GDEM）  石油資源探査への活用 

衛星利用の拡大（資源探査等）による産業競争力強化 4 

（出所）（財）資源・環境観測解析センター 
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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の強化を図る」ことを目
的とする。これは、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（平成２０年法律第４３号） 

第４条（産業の振興） 

 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。 

２．施策の目的・政策的位置付け 
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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） 

○当面の宇宙政策の推進について                                
 （平成２２年８月２７日宇宙開発戦略本部決定） 

○新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定） 

○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） 

○エネルギー基本計画（平成２２年６月１８日閣議決定） 

○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） 

○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） 

宇宙産業プログラムの政策的位置付け 
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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、次の通り、法律等におい
て国の積極的な関与が求められている。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、必要な取り組みを行っている。 
 

○宇宙基本法 

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、及び実施する責務を有する。 
 

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。 

官民役割分担（国の関与の必要性） 



３．施策の構造（ロジックツリー（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 
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○平成２０年度から、今後、科学・地球観測・安全保障等の分野で活用が進む小型衛星について、平成２４年度の
打上げを目指し、大型衛星に务らない機能・低コスト・短期の開発期間を実現する高性能小型光学衛星の研究開
発を実施している。また、平成２２年度からは、高性能小型光学衛星に続き、民間企業等が行う低コスト、短期の
開発期間を実現する高性能小型レーダ衛星の研究開発を開始しており、平成２６年の打上げを目指している。 

○平成２１年度から、追跡管制やデータ受信を省力化する低コスト・小型の地上システムの開発に着手している。 

○同様に平成２１年度から、特定の射場を必要とせず打上げ機会の増加等が可能であるため、小型衛星の打上げ
手段として注目される空中発射システムの研究開発に着手している。 

先進的宇宙システム 

ASNARO1（光学衛星） 
 
【主な諸元】 
・開発費約９０億円、開発期間５年 
・光学分解能０．５ｍ未満 
・重量５００ｋｇ程度 

高性能小型衛星の研究開発 

【主な研究開発内容】 
・ソフトウェアを中心とする統合制御 
・衛星搭載機器のモジュール化（例：パソコン） 
・高性能民生技術の採用（軽量ミラー等） 
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小型地上システムの研究開発 

空中発射システムの研究開発 

設備の一本化、小型化、
省力化による低コスト化
（導入ｺｽﾄ：５分の１以下、
運用ｺｽﾄ：１０分の１以下）

データ受信処理の高速化

○システムの小型化・低コスト化を
実現 

→導入コスト１／５以下、運用コスト
１／１０以下 
 
○画像処理の高速化を実現 

→衛星による撮像からデータ受信・ 
画像配信まで最短１時間以内 

○現在の打ち上げと比べ、
低コスト、打ち上げ能力の
効率性向上、打上げ時期・
投入軌道の高い自由度等
で優れた効果を生む空中
発射システムの開発を実
施。 

ASNARO２（レーダ衛星） 
 
【主な諸元】 
・補助対象事業費１２５億円、開発期間５年 
・レーダ分解能１．０ｍ未満 
・重量５００ｋｇ程度 

【主な研究開発内容】 
・我が国初となる小型Xバンドレーダセンサ 

小型化等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、空中発射システムの研究開発 



マルチスペクトルセンサ ハイパースペクトルセンサ 

取得できる情報がASTERの約１３
倍に増加（取得可能な波長バンド
数が１４から１８５へ）。 

特定可能な鉱物が１０種類から３０
種類へ増加（資源探査の効率化）。 

資源探査のみならず、森林管理、
農業利用、環境監視等への利用の
拡大を期待。 

・経済産業省が開発したＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲのデー
タ整理・配布等、地上システムの運用を実施してい
る。 
 

・ＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲにより取得した衛星画像等を
用いて、地質区分や地層構造の把握、石油資源賦
存地域の絞り込み等のデータ解析を実施している。 
 

・南部アフリカ諸国とのレアメタル探査協力にも活
用。 

ASTERデータによる有望地の抽出研究 

次世代地球観測センサ等の研究開発 

○経済産業省は、ＡＳＴＥＲ、ＰＡＬＳＡＲにより取得した衛星画像等を利用した資源探査技術の研究開発を着実に
実施し、日本の資源開発企業等による鉱区取得等に貢献している。また、これを資源外交の手段としても活用し
ている。 

 

○さらに、平成１９年度から、鉱物特定能力を大幅に向上させた次世代地球観測センサ（ハイパースペクトルセン
サ）の研究開発を開始している。同時に、ハイパースペクトルセンサにより取得した衛星画像の資源探査、森林
管理、農業利用、環境監視等への活用に向けた基盤的な利用技術の開発を実施中である。 

衛星画像による資源開発・探査技術 次世代地球観測センサ等の研究開発 

モンモリロナイト 

クロ雲母 

イライト 

苦灰岩 

方解石 

ハイパーデータ 
による鉱物特定 
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石油資源遠隔探知技術の研究開発、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、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 



ＳＥＲＶＩＳプロジェクト 

○衛星の低コスト化・高機能化等を実現すべく、我が
国の優れた民生部品・民生技術の衛星転用を促進
するため、耐放射線等の地上試験を行うとともに宇
宙空間で実証を行う。 

 

○その成果については、試験データのデータベースや
民生部品・技術の選定ガイドライン等として整備・公
表しており、今後も実証の成果を踏まえて改訂する
予定。 

 

○ＳＥＲＶＩＳ－２号機は、平成２２年６月に打上げ、１年
間の宇宙実証を行っており、平成２２年度よりＳＥＲ
ＶＩＳ－３号機の事業が開始している。 

SERVIS-2 

（リチウムイオン電池） 
 

○海外からの受注増加 
 海外商用衛星約８０ 
 機分受注（平成２２年 
 ２月末現在） 
○JAXA宇宙用部品とし 
 て認定(平成２０年４月） 
  

リチウムイオンバッテリーシステムリチウムイオンバッテリーシステム

成果の一例 

ロケット開発の基盤システム 

○ロケット打上げビジネスにおける国際競争力強化
に向けて、衛星の打上げ受注から実際のロケット
打上げまでの期間短縮と打上げ後の飛翔結果評
価の迅速化を可能とする次世代のロケット設計
開発・評価システムを構築を実施した。 

準天頂衛星 

○経済産業省は、次世代の衛星に不可欠である軽
量化・長寿命化等に関する基盤技術開発を担当し
た。 

 

○セントラルシリンダ（複合材料を用い大型構体）、３
次元ヒートパイプ等を開発し、準天頂衛星初号機
「みちびき」に搭載され、平成２２年９月１１日に打
ち上げられた。 

宇宙太陽光発電 

○マイクロ波による太陽光発電無線送受電技術の確
立に向け、安全性等の確保に不可欠な精密ビー
ム制御技術の開発を着実に実施している。 
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宇宙産業技術情報基盤整備 
研究開発事業 

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 

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 
事業（次世代衛星基盤技術開発） 

太陽光発電無線送受電技術研究開発 



小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

４．評価 

座長 

委員 

４－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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４－２．総合評価（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。 

○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。 

○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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４－２．総合評価（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。 

○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。 
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４－２．総合評価（コメント） 

○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、各事業の競合他者との比較が弱い、省庁間の連携が
ないといった問題がある。今後は、それらの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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○宇宙産業プログラムでは、国際市場のニーズを踏
まえた小型衛星システムの開発や宇宙利用拡大の
ためのシステムの開発を進めており、御指摘の点
も踏まえ、引き続き市場規模拡大に努めたい。 

○現在も各プロジェクトでは、実利用推進の道筋を
明確化しつつ、研究開発を実施しているところで
はあるが、今後新規プロジェクトを立ち上げる際
には御指摘の点も考慮したい。 

○新規事業立ち上げにあたっては、省内で精査する
とともに第三者による事前評価を実施していると
ころである。また、今後は内閣府に設置予定の宇
宙政策委員会などでも議論が行われる予定であり
、限られたリソースを最大限活用できるよう引き
続き取り組んでまいりたい。 

○太陽光発電無線送受電技術の研究開発では、宇宙
太陽光発電システムの実現に向けて他国に先立った
研究開発を行っており、他国の動向を注視しつつ、引
き続き研究開発に取り組んでまいりたい。 

○得られた成果が、今後も他の事業や産業にも活用
される形で残るよう取り組んでまいりたい。 

○事業立ち上げに当たっては、御指摘の点も考慮し
たい。 

 

 

５．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○宇宙産業全体を拡大させるためには、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。 

 

○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。 

 

○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。 

 

○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。 

○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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２．技術に関する事業の概要 
２．A  小型化等による先進的宇宙システム 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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 
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１．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）の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成20年度～平成24年度  

93.4億円（委託） 
（平成20年度：6.0億円 平成21年度：13.0億円 平成22年度：14.0億円） 

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 
共同研究：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） 

本プロジェクトは、国際競争力の強化のため、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。主な課題：①地上系との連携により総合システ
ム開発する。②先進的宇宙システムのアーキテクチャ（仕組み）を
構築する。③国際競争力ある高性能光学センサ、小型衛星バスを
開発する。④宇宙実証を行う。 
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○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 

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." 

２．A.事業の目的・政策的位置付け 

 
○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、大型衛星に务らな
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する。 

 
○本事業により、我が国宇宙産業の国際競

争力を強化し、国際衛星市場への参入、政
府衛星の計画的かつ効率的な開発・調達
を図る。 

 
○さらに我が国の小型化技術を活用した小

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。 

政策的位置づけ 事業の目的 
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３． A.成果、目標の達成度 
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 

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 
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４． A.事業化、波及効果 
 

 
 

ASNARO バスシステムコンセプト 

1~3year1~3year3~5year3~5yearLifeLife

200W100W300W300WPayload PowerPayload Power

150kg100kg200kg175kgPayload MassPayload Mass
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Sun pointing

3-Axes control
Earth pointing
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3-Axes control
Earth pointing

TDI control
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Remote SensingRemote Sensing
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3-Axes control
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TDI control
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SAR SensorSAR Sensor

Remote SensingRemote Sensing
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光学センサ衛星 

他の観測センサ 

（ﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｾﾝｻ、   
合成開口レーダ等） 

ミッション柔軟性 

標準バスコンセプト 衛星開発運用アーキテクチャの革新 

市場要求への柔軟な対応 

低コスト要求の市場 
 （片系、COTS部品/機器） 
高信頼性要求の市場 
 （冗長系、Hi-REL部品） 
ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ衛星市場 
   ⇒量産によるさらなる低価

格化、短納期化 

300kg-Class-Bus 

＠ ASNARO衛星開発運用活性化活動 

- スペースワイヤネットワーク 
- スケーラブル設計（電力、ｱｸﾁｭｴｰｼｮﾝ） 
- 標準ペイロードインタフェース 
- 各種ロケット適合性 
- モジュール化アーキテクチャ 

- バス標準 
- ｽﾍﾟｰｽﾜｲﾔﾈｯﾄﾜｰｸ導入 
- システム/機器インタフェース標準 
- 民生部品採用基準 
- 民生機器採用方針 
- 信頼性/信頼度の考え方 
- 試験検証の考え方 
- 自動自律運用の考え方 
- どこでも運用の考え方 

＠JAXA/ISAS小型科学衛星 
バスとの共同研究 

再利用性、 
低コスト性、

迅速性 
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事業化の見通し 
 

地球観測データ利用事業への事業拡大 小型観測衛星による海外新興国への事業拡大 

ASNAROの成果を小型標準バス「NEXTAR」という名称で製品化する 

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 

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  

標準バス衛星 

高分解能光学 

多様なセンサ群による 

高度なデータ利用 

ＡＳＮＡＲＯコンステレーション 
小型観測衛星コンステレーション 新興国 

データ販売 

① 

② 
③ データ受信 

③ 
① データスワップ 

データ受信 
バックアップ運用 

③ データ受信 

③ 地域販売権 

＜他の観測センサ＞ 
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５． A.研究開発マネジメント・体制等 

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 

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 

 

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 

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 

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 

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 

【委託先】             【委託先】 

【共同実施先】 
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小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６．Ａ．評価 

座長 

委員 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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立化、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。 

 
○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。 
 
○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。     
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については、技術的には十分な性能があるが、国
際市場へ参入するためにも、広範かつきめ細やかな市場調査の実施が必要との指摘があった。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望まし
い。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ａ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、国際競争力強化を目的
として、大型衛星に劣らぬ性能を有し、低
コスト化、短納期化を可能とする小型衛星
の開発を目標としている。そのための衛星
コンポーネントレベルでの達成目標も設定
のうえ実施している。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。なお、本
事業においては、新興国市場におけるニー
ズを把握した上で衛星の技術仕様を決定し
ている。 

 

         

 



２．技術に関する事業の概要 
２．Ｂ  空中発射システムの研究開発 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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.空中発射システムの研究開発概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成２１年度～平成２６年度 （６年間） 

３０億円（委託） 
（平成２１年度：０．７億円 平成２２年度：１．５億円） 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（略称：USEF） 

 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。また、民間打ち上げサービス事業展開に必要
な法規制等に係わる調査を行う。 
①空中発射システム運用構想、②ロケット搭載/分離、③運用管制
技術、④小型搭載電子機器技術、⑤法規制等の調査 
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２．Ｂ.事業の目的・政策的位置付け 

①「新成長戦略」 

②「産業構造ビジョン２０１０」 

③「宇宙基本計画」 

④「宇宙分野における重点施策について」 

⑤「科学技術に関する基本政策について」 

⑥地理空間情報活用推進基本計画 

小型衛星の打上需要増加 

小型衛星の海外市場獲得 

低コスト、高効率、自由度の
高い打上手段 

空中発射システムの研究開発 
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 小型衛星の需要が拡大していく中で、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。 

 

＜イプシロン＞ 
開発主体：文部科学省 
打上価格：30億円以下を目標 
打上射場：内之浦 
打上能力：太陽同期（高度500km）450kg 

＜空中発射＞ 
開発主体：経済産業省 
打上価格：10億円以下を目標 
打上射場：空中 
打上能力：太陽同期（高度500km）150kg 

空中発射システムの研究開発目的 

類似事業との比較 
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３． Ｂ.成果、目標の達成度 
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、
打ち上げ能力の設定を行い、
ベースとなる空中発射システ
ム運用構想案を策定する。 

高度500kmへの打上能力、極軌道150kg、低周回軌道200kg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（物料投下で行われている、プラット
フォームに物資を搭載して投下する方式）を選定した。本方式
に基づいた、打ち上げ能力解析において、150kg以上の打ち上げ
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。 

ロケットにGPS受信機と慣性航法装置（INS）を搭載し、自律
飛行させるとともに、多数の地上局に依存することなく地上か
らの追跡管制を可能とするために、インマルサット衛星を利用
してロケットとの通信を行う。インマルサットとの通信端末は
インマルサット社が開発を進めている低軌道周回衛星用端末を
（SB-SAT）ベースにロケット用通信端末を検討する。GPS受信
機及びSB-SATは衛星搭載用の端末であることから、ロケット用
として加加速度（ジャーク）や姿勢変化による通信遮断が発生
する等の技術課題が明らかになった。 

達成 

 4. 法規制
等調査 

空中発射システムの中核
となる、航空機の利用に係
わる課題を抽出する。また、
米国における民間打ち上げ
事業に係わる法規制等を調
査する。 

航空法に基づき空中発射システムの運用を実施する場合の課
題として、爆発物の搭載や高空からの重量物投下など、現行法
では困難なことや新たな解釈が必要なこと等を洗い出した。ま
た、米国の民間打ち上げ許認可には、打上方式による基準はな
く、個別に連邦航空局が審査を行い、ライセンスを発行してい
る。審査手順や審査項目が明らかとなった。 

達成 
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事業化のシナリオ 
 
(1) 空中発射システムに係わる基盤

技術をするとともに、ロケット及びそ
の運用に係わる低コスト、高機能化
技術等を修得する。 

    
(2) 上記技術をベースとして、ロケット

を含む空中発射システムの開発、
起業準備等を実施する。 

 
(3) 現行法における課題、安全性に

おける課題をクリアし、打上サービス
事業へとつなげる。 

波及効果 
  
 本研究開発は、空中発射システムの基盤
技術開発であるが、その技術は既存のロケッ
トへの適用の他、超高速飛翔体等への適用
も期待できる。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
用経費の削減に大きく寄与する。 
 
 (1) 空中発射システムの小型化、大型化 
     小型、大型輸送機への適用 
 
 (2) ロケット打上げコストの低減 
     自律飛行、衛星経由管制 
 
 (3) 無人機や極超音速機の管制 
     自律飛行、衛星経由管制 
 
 (4) 各種実験のテストベッド 
     フライバックブースタ、カプセル、再突 
    入機の回収実験 

４． Ｂ.事業化、波及効果 
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空中発射 
システム構想 

ロケット搭載/ 
 分離技術 

運用管制技術 

法規制調査 

システム構成 

打上シーケンス 

ロケット搭載技術 

ロケット投下技術 

点火姿勢安定技術 

ロケット用GPS/INS 

ロケット搭載 
 GPSアンテナ 

飛行状況自己診断 
 機能 

ロケット搭載 
 中継衛星通信端末 

ドップラシフト補償 

ロケット搭載 
 通信アンテナ 

民生部品・機器の 
 適用 

機能統合 

ロケット搭載電子 
機器技術 

国内法 

商業打上事業要件 

本研究開発 

     2015                            2020 

空中発射射システム開発（低コスト化） 
 ロケットシステム開発 
 （ロケットモータ、搭載電子機器、構造

系、フェアリング、低衝撃衛星継手） 
 組立作業の省力化（機器の自己診断） 
 打ち上げシーケンス 

移動型運用管制システム開発 
航空機搭載設備開発 
ロケット整備設備開発 
民間打上ライセンス関係書類 
管理文書類整備 

事業展開 

テ
ス
ト
フ
ラ
イ
ト 

市場調査、事業計画策定、官庁説明、調整 
投資家、提携企業調整、商業打ち上げライセンス 
広報、事業会社設立 

技術開発テストベッド 

フライバックブースタ  カプセル回収   再突入機回収 観測ロケット   無人機    極超音速機 衛星打ち上げ 

衛星経由の運用管制 

空中発射による衛星打ち上げ 

小型化                大型化 

空中発射システム（ 想定打上能力 ） 
 高度500km 極軌道   ： 150kg以上 
          低周回軌道： 200kg以上 

1999～2013年の打上実績/バックログ 計355機 
200kg以下の衛星は64％の約16機/年  左グラフ参照 
 
事業性 
16機/年のうち、単独打上要求を半数の8機/年 
 半数を受注すると、 
 8M$×4機＝32M$  32M$×75円/$＝24億円（年間） 
 衛星の更なる小型化開発を欧米が積極的に推進 
 ミッションの小型化が進み、衛星の更なる小型化促進 
 低コスト小型打上げ機の市場投入→市場創成、活性化 
   市場創成→拡大 打上げ機会の増加 →売上げ増 

このクラスの市場はなく、新規市場の創成      ユーザ 
現状、相乗りとピギーバック打ち上げに依存            期待大 
 
コスト Pegasus  ：48K$/kg（18M$/375kg 500kmLEO） 
       Falcon 1e ：12K$/kg（10.9M$/900kg 500kmLEO ） 
  サービス価格想定 
    Pegasus相当：48K$×200kg＝9.6M$ 以下 
 
 空中発射サービスコスト 8～9M$ 目標 
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５． Ｂ.研究開発マネジメント・体制等 
 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。 
 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。 

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. 法規制等調査 
 

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 

委員長及び主査の氏名、所属は平成23年11月現在のものです。 

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 

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、海外の民間活動法調査 

請負契約 
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６．Ｂ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 
 
○世界の技術動向調査、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欲しい。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。 
 
○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。            
           
 



2.40
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平 均 点 標準偏差
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○４．については、十分な予算投入がなされておらず、事業化までの期間が長くなっているため、評価に影響     
    している。 
○５．については、十分な予算が投入されておらず、具体的な試験結果等がでていないため、評価に影響し 
    ている。 
○総合評価については、上記事情や打上サービスの価格設定が高い（１０億）ことにより、評価に影響してい 
  る。 

６－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望まし
い。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｂ．提言及び提言に対する対処方針 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。 

 

○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。（全事業共通） 

 

 

 

 

○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。
（全事業共通） 

 

○制度整備に関しては、現在日本で空中発射の事業を
開始した場合を想定して航空法における問題点を抽
出しているところである。今後も研究開発の進捗状
況に合わせ、国土交通省と議論していく予定である
。 

○空中発射の実現に向けたロードマップは策定（前記
ページ参照）しているところではあるが、今後当該
ロードマップにおける空中発射の事業化までの短縮
に努める。 

 

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目標とそれ
を達成するための個別要素技術の目標を立てて実施
しており、引き続き事業化に向けて取り組んでまい
りたい。なお、本事業は長期的な観点から空中発射
に関する技術レベルの向上を図るものであることを
踏まえ、関連技術を含む全体としての目標を立てる
必要がある。今後は、本事業が約１０年後に事業化
することを見据えて、全体の目標を立て、各個別要
素技術の目標設定を行う予定である。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみならず、
利用者の視点も踏まえた目標となるよう努めている
ところである。なお、本事業においては、海外にお
ける学会等を通じてユーザ側のニーズを把握し、当
該ニーズに基づいた目標設定を行う予定である。 

 



２．技術に関する事業の概要 
２．Ｃ．宇宙産業技術情報基盤整備研究

開発事業（SERVIS） 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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．Ｃ.宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（SERVIS）の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成１１年度～平成２７年度*) （１７年間） 

３０３億円（委託） 
 （平成１６年度 ２７．８億円、平成１７年度 ２４．６億円、平成１８年度 ２２．０億円、平成１９年度 
６．０億円、平成２０年度：４．９億円 平成２１年度：９．０億円 平成２２年度：４．０億円） 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先： 
 ・実証衛星1号機及び2号機 （平成11-23年度） 
 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 
 ・実証衛星3号機 （平成22-27年度） 
 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 

宇宙、深部地中等、地上環境に比べて高温、高放射線等の極限環境で使用する機器の
低コスト化、短納期化、高機能化を図るため、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。 

＊）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 
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２．Ｃ.事業の目的・政策的位置付け 
小型衛星の開発、宇宙実証機会の確保による国際競争力強化
という観点から、以下の政策に位置づけられている。 

 新成長戦略（平成２２年６月１８日、閣議決定） 
 
 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） 
 

 技術戦略マップ（平成２２年６月１４日 経済産業省） 
 

  第４期科学技術基本計画（平成23年8月19日、閣議決定） 
 

 宇宙基本計画（平成２１年６月２日、宇宙開発戦略本部決定） 
 
  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） 



目的 

○ 民生部品、民生技術の地上試験、宇宙実証により、
宇宙用部品に比べ、安価で高機能な民生部品・民生技
術の衛星・コンポーネントへの転用を進める。 

 

○ 民生部品、民生技術の低コスト化、短納期化及び高
機能化により、我が国企業の国際市場への参入が促
進される。 

 

○ 実証衛星に設計等の標準化等の考え方を取り入
れ、将来の宇宙実証手段の低コスト化につなげる。 
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２．Ｃ.事業の目的・政策的位置付け 
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３． Ｃ.成果、目標の達成度 

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 

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1号機及び2号機の開発への適用
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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３． Ｃ.成果、目標の達成度 

設計交換・統合技術

実験装置
（１０機器）

地上模擬試験

宇宙実証試験

開発支援技術

民
生
部
品
・民
生
技
術
の
選
定
評
価
・適
用
設
計
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

衛
星
製
造
等
の
低
コ
ス
ト
化
等民生部品（第１世代）

実験装置
（１０機器）

宇
宙
実
証
デ
ー
タ

評
価

民
生
部
品
・民
生
技

術
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

実証衛星１号機 実証衛星２号機

１号機実験
装置のバス適用

民生技術

民生部品（第３世代）

実証衛星開発への適用・効果評価

民生部品（第２世代）

宇宙実証＃１

打上げ
（H15.10.30）

打上げ
（H22.6.2）

民生部品民生技術選定・適用

運用終了
（H17.11.1)

宇宙実証
＃２

運用終了
（H23. 6月)

最終目的
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４． Ｃ.事業化、波及効果 
 

  

 
 

（１）知的基盤の活用 
 我が国で初めて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
ラインは既に活用されており、これによって衛星等の低コスト化、高機能化、
小型軽量化が進み、その結果は国際競争力強化に繋がる。 
 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）機器実験装置の売り込み 
 実証衛星1号機及び2号機の実証成果を基にした先進的バス機器につい
て、開発担当企業による国内及び世界市場への売り込みが進んでいる。 
 その中で特徴的なものを以下に示す。 
 ・リチウムイオンバッテリ： 世界でのシェアの約３５％を確保 
 ・次世代パドル駆動機構： JAXA衛星に５台採用または運用 
 ・統合電力制御装置： ASNARO電源系に採用済 
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４． Ｃ.事業化、波及効果 
 

  

 
 

（３）低コスト衛星バス構築と売り込み 
 実証衛星1号機及び2号機の開発を通じて、将来低コスト衛星バス実現の
方策が得られた。 
 その結果、実証衛星1号機及び2号機と同規模（500～1500kgクラス）の衛星
バスのリカリングコストは半減でき、将来衛星バスの世界市場での売込が期
待できる。 
 なお、既にこれらのバス技術は国内衛星に活用されている。 
 

（４）他分野への波及効果 
 放射線耐性を持つ民生部品・民生技術のデータベース及びガイドラインは
宇宙関連機器だけでなく、石油掘削装置、原子力関連設備等へ波及効果が
期待できる。 
 なお、東日本大震災で被災した福島第一原子力発電所内の無人ロボット
製作への適用検討も行った。 
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５． Ｃ.研究開発マネジメント・体制等 

委託 

ＮＥＤＯ  

請負 

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 

共 
 

同 
 

実 
 

施 

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 

宇宙実証試験における 
実証衛星・実験装置・運用管制
システム製作、運用・実験支援 

 

担当各社 

地上模擬試験における 

試験データ取得・整理 
 

担当各社 

開発支援 

システム製作 
 

担当各社 

実証衛星の 

打上げ 
  

Eurockot 

実証衛星の 

追跡管制 
  

JAXA 

実証衛星1号機及び2号機 
（平成11－23年度） 



50 

５． Ｃ.研究開発マネジメント・体制等 

委託 

ＮＥＤＯ  

請負 

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 

民生部品の選定・試験等 

 

担当各社 

ガイドライン改定における 

計画・維持等の支援 

 

担当各社 

  

実証衛星3号機 
（平成22－27年度） 

（H22年度のみ、 
H23年度よりMETI） 

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 

 

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 

共 
 

同 
 

実 
 

施 

（H23年度以降） 
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６．Ｃ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 

 
○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。 

 
○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。            
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望まし
い。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｃ．提言及び提言に対する対処方針 

今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。 

 

○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。（全事業共通） 

 

 

○ 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。（全事業共通）        

○国際標準化については、既に（社）日本航空宇宙
工業会（SJAC）で、民生技術を使ったリチウムイ
オンバッテリーに関する国際標準化活動が行われ
ている。今後とも、日本の技術が優位になるよう
国際標準化を推進する方針である。 

 

○今後のプロジェクトを通じて、民生技術・部品の
宇宙実証を着実に実施していく方針である。 

 

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目標とそ
れを達成するための個別要素技術の目標を立てて
実施しており、引き続き事業化に向けて取り組ん
でまいりたい。なお、本事業においては、宇宙実
証を行うことで民生部品や民生技術を活用したコ
ンポーネントの実用化に取り組んでおり、個別要
素技術の達成目標も立てている。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみならず
、利用者の視点も踏まえた目標となるよう努めて
いるところである。なお、本事業おいては、実証
する部品、技術の選定の際に、市場ニーズを踏ま
えた選定を行っているが、今後はよりガイドライ
ン、データベース利用者からの意見を踏まえた目
標設定を行ってまいりたい。 

 



２．D． 石油資源遠隔探知技術の研究開発 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 

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.石油資源遠隔探知技術の研究開発の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

昭和５６年度～平成２６年度（３１年間） 

７２３億円（委託） 
（平成２０年度：１６億円 平成２１年度：１４．８億円 平成２２年度：１１．９億円） 

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） 

（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。 



57 
２．D.事業の目的・政策的位置付け 

（第４条） 
 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成果の円滑
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。 

宇宙基本法（平成20年法律第43号） 

○宇宙開発利用の推進 
  →「宇宙を活用した安心・安全で豊かな社会の実現」 
   ・・・公共の安全の確保、国土保全・管理、食糧供給の円滑化、資源・エネルギー供給の円滑化、地球規模の 
  環境問題の解決（低炭素社会の実現）、豊かな国民生活の質の向上（健康長寿社会の実現や利便性向上な 
  ど）、持続的な産業の発展と雇用の創出など、様々な社会的ニーズに応じる宇宙開発利用を目指す。 

宇宙基本計画（平成21年6月2日宇宙開発戦略本部決定） 

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 

D.石油資源遠隔探知技術の研究開発 

石油資源探査のための 
リモートセンシング（遠隔探知） 

技術開発 

センサの開発、運用、校正・精度評価等 データの利用技術開発、地上システムの運用等 

連
携 

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 
（「エネルギー基本計画」（平成22年6月）） 
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３．D.成果、目標の達成度（（１）利用技術開発①） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

①石油ガス資源探査へ
の利用手法確立 

 

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：石油ガス鉱床のトラッ
プ構造・地表状況の確立に
必要な研究事例件数とする。 

 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 

トラップ   植生（湿潤） 半植生（半乾燥） 露岩（乾燥） 

背斜トラップ 利用者の要望 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 利用者の要望 中 小 大 

研究実施 ― ― イエメン 

その他（層位、不整
合、礁トラップ等） 

利用者の要望 中 小 中 

研究実施 ガボン ― ― 

平成20年度～22年度に実施した石油ガス資源探査研究対象地域 

カナダにおいて、オイルサンド抽出値の地盤沈下 
を差分干渉SAR処理で抽出し、生産管理に利用 

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／シュールガス：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   

研究成果事例 

インドネシア（植生地域）において、PALSAR解析により 
地震探査困難なエリアの地質構造を推定して補完 

 
地震探鉱 
断面図 
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３．D.成果、目標の達成度（（１）利用技術開発②） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
②広域・グローバ
ル地質・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
い広域のマップ形式で整備す
ること。具体的には、以下の３
つのマップを作成する。 

（ア）全球DEM（ASTER 
GDEM） 

（イ）オイルスリックDB 

（ウ）地質情報データベース 

指標：上記マップの完成度
（精度、コンテンツ数等）。 

(ア)ASTER GDEMの空間分解能向上、欠損
域低減された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算が
完了した。 
(ウ)地質情報データベースについて、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 
   

ASTER GDEM ver.2 （精度向上） 

ver.1   ver.2 上 ver.1  下 ver.2 

欠損域低減＠シベリア 空間分解能向上 

オイルスリックDB整備 

概査完了海域 

地質情報データベース 

時系列衛星データセット 

堆積岩区分システム アジア数値地質図 



60 

３．D.成果、目標の達成度（（１）利用技術開発③） 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

③解析アルゴリズ
ムの実用化 

 様々な分野における衛
星データ解析アルゴリズム
の実用化を行う。実用化数
を指標とする。 

（ア）土壌水分推定アルゴリズム開発に必要な
現地データを取得 
（イ）SAR再生処理の高速化、種々の機能追加
が完了 
（ウ）干渉SAR高精度化ではGPSを併用した高精
度化、異なるバンドデータの干渉処理機能が開
発された。 
（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が向上した。 
（オ）PALSARからのDEM作成では、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。 

達成 

検量線 

森林バイオマス抽出技術の成果 

SAR照射角と地形の関係 斜面による後方散乱係数の大小 
PRISM高精度DEMを利用した地形補正 

（山岳地→平坦地とした場合の後方散乱量に換算） 
現地検証調査結果からバイオマス量を

モデル化して算出 
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３．D.成果、目標の達成度（（２）衛星データ品質管理・地上システム運用④） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
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 

ASTER/VNIR の機上校正係数の変化 
(打ち上げ前地上試験との比) 

ASTER/VNIR代替校正結果 

ASTER/TIR 各バンドにおける機上校正と代替校正 
上：温度ベース法の輝度温度差（℃） 

下：放射輝度ベース法の輝度温度差（℃） 
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レンジ方向の幾何的誤差の経年変化（±10m） 

ASTER DEMデータの位置誤差の検証結果 
（水平方向精度±50m） 

ASTER放射量精度 ASTER/PALSAR幾何精度 
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３．D.成果、目標の達成度（ （２）衛星データ品質管理・地上システム運用⑤） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
⑤ASTER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、配布数を達成する。 

 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、配布数等の数値目標はASTER、
PALSARとも達成された。 

達成 
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ASTER年間観測シーン数： 
総数約200万、FY18-20は約50万 

ASTER年間処理シーン数： 
FY18-20は約４８万 

ASTER年間配付シーン数： 
総数約21.5万 

ASTER GDEM ver.1 
ダウンロード 約600万タイル 
（緯度１度ｘ経度１度単位） 

年度別PALSAR観測数 
約250万 

年度別PALSAR処理数 
約360万 

年度別PALSAR配付数 
約10万 

ASTER地上システム実績 PALSAR地上システム実績 
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３．D.成果、目標の達成度（ （２）衛星データ品質管理・地上システム運用⑥） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
⑥次世代アーカイブ
システム研究 

 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
供する次世代アーカイブシステ
ム構築を目標とする。 
 衛星データは大容量であるた
め、それに対応したアーカイブシ
ステム、再処理可能な高速処理
アルゴリズム開発等が必要であ
る。さらに、データ提供システム
として OGC標準に対応する。 

 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 

衛星データとベクトルデータの例 複数衛星データの検索結果画面 
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４．D.事業化、波及効果 

  

 
 

事業化へのシナリオ 
 
● 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及び費用対効果の
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は、研究成果からも見込まれる。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。 
 
● 上記のとおり、資源分野では成果の一部は資源開発企業が独自に利用しており、狭義
の事業化は進んでいる。しかしながら、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、広義の事業化は目標とはしない。 
 
● 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。 
  
● 地球温暖化に関する排出権クレジットに関して、排出権取引にはベースライン調査が
必要であり、森林バイオマス量推定技術は戦略次第で重要なツールになり、京都議定書
以降の枠組みが決定したのちは事業化が進むと考えられる。 
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４．D.事業化、波及効果等 

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敷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、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。 

 

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 

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 
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４．D.事業化、波及効果 

  
 
 

波及効果 
 
● 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。 
● 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。 
● 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。  
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GDEM 

SAR処理 

全量保存・
処理プロダ
クト配付 

②広域地質・資 
源情報マップ整備 

①石油ガス探
査利用手法確
立 

③解析アルゴ
リズム開発 

④衛星データ
品質管理 

鉱床タイプ
別利用法 

新たなニー
ズ対応 

2020 2014 2030 2000 
本研究終了 

技術移転 
実用化試験 

開発研究・
フィールドテスト ベンチャー設立 

商品化・販売 

波及効果 

●石油ガス発見に貢献・資源安定供給確保 

●大規模油田生産量等の非開示情報把握 

●日本の衛星技術力の発信 
●ODAとして国際貢献に活用 

●衛星トータルシステムの海外営業 
●海外衛星機関とのデータ利用の協力 

●地球温暖化削減への取り組み 

技術評価 

●GEOSSへの貢献 
●日本の技術の発信 

●衛星データ利用産業振興 

●炭素クレジット取引 

●資源探査のマニュアル化 
●資源探査の効率化 

●非在来型資源探査適用 
●開発時の環境監視 
●大規模油田生産量把握 

●地上システム汎用化・高性能化 

オイルス
リックDB 

④地上システ
ム運用 

④次世代アー
カイブ構築 

プロジェクトのシナリオ 

地質情報
DB 

環境・温暖化 

校正・検証
技術 

大容量デー
タ保存・再
処理・汎用
化・標準化 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 

研 
 

 

究 

●資源外交のツール（衛星技術移転） 

●衛星トータルシステムの海外営業 
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波及効果 

間接 
アウトカム 

目的達成までのシナリオ 
プロジェクトの目的 将来像 

プロジェクトの成果目標 

 
資源探査への利用手法確立 
（トラップ構造／地表状況） 
非在来型資源・大油田監視 

（新たなニーズ対応） 
 

ASTER・PALSARの品質管理 
処理技術高度化 

次世代アーカイブシステム 
ASTER・PALSAR全量保存 

大容量アーカイブ 
高速再処理 

複数センサ対応 
国際標準 

［上位施策の目的］ 
 

個別要素技術 

プロジェクトのアウトカム（プロジェクトの成果が及ぼす効果等） 

直接アウトカム 
（直接カスタマー） 

  石油資源遠隔探知技術研究開発 

事業化までのシ
ナリオ。 

プロジェクトの成
果に基づく意図し
た効果、期待され

る効果。 

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 

③解析アルゴリ
ズム開発 

④衛星データ
品質管理 

④地上システ
ム運用 

④次世代アー
カイブ研究 

資源探査の効率化 
による経済効果 

開発時の環境監視 
大規模油田地盤変動監視 

GEOSS等国際貢献 
資源外交ツール 

衛星データの 
品質保証 

衛星データの利用者
への安定提供 

新たな石油ガス資源の
発見、権益獲得 

効率的な環境監視 
海外生産状況把握 

衛星データ品質管理技
術確立 

（センサ校正検証技術
のアピール） 

国家エネルギー資源 
（資源エネルギー庁） 

●エネルギー資源の安定的確
保・環境問題対応 

 
宇宙開発基本計画 

（内閣官房） 
●宇宙産業振興 

●資源探査への
衛星データ利用 
●ASTER・
PALSARの安定
運用 

●高精度センサ
利用による探査
精度向上 
●地上システム
汎用化 

全球DEM 
オイルスリックDB 

地質情報DB 

地球環境・温暖化に係る 
解析アルゴリズム実用化 

（SAR処理を中心） 

ASTER・PALSAR 
地上システム運用 
全量入手・保存 

タイムリーな生産・提供 
ユーザフレンドリーなプロダクト 

基本地形データ 
資源有望地スクリーニング 

資源情報の統合化 

実用解析技術 
（地球環境、温暖化、災害等） 

衛星データの長期的
保存・処理・利用者へ

の提供 

衛星データ利用事業化 
地球環境把握貢献 

排出権取引基礎データ 

センサ性能・プロダクト
品質のアピール 

地上システム汎用化 
経済的な長期システム 

海外との相互協力 

●資源国への衛星システム輸出 
●GEOSS等への日本の貢献度アピール 
●衛星システムの一部として、地上シス
テム技術の汎用化 
●REDD+に向けた戦略的取組 
●海外衛星事業者との相互協力 
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５．D.研究開発マネジメント・体制等 

経済産業省 

資源・環境観測解析センター 産業技術総合研究所 

石油資源開発企業等 

金属資源開発企業等 

衛星メーカ・ＩＴ企業等 

委員会（ASTER日米サイエンスチーム会議含む） 

大学・研究所 
東大 
京大 

長崎大 
佐賀大 
茨城大 

名古屋大 
国立環境研 

プロジェクトリーダー：津 宏治（理事） プロジェクトリーダー：佃 栄吉（研究コーディネータ） 

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 

実施体制 

予算配分 
（百万円） 
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５．D.研究開発マネジメント・体制等 

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 

外国の衛星データとの仕様比較 

技術的比較 
●資源用衛星センサとして 
 ASTERは鉱物や岩石区分が可能な短波長赤外及び
熱赤外データを有すること、地形解析のためのステレ
オデータを有すること 
 PALSARは森林における透過能力の高いLバンドで
あること 
等の特徴がある。 
これらセンサと同程度の性能を有するものは国内外に
存在しない 
●航空機等を利用した観測データによる代替は技術
的には可能であるが、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。 

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場合、その費用は
約145億円となる。 
●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モザイクを整備してお
り、これらをSPOT及び加国RADARSAT-2で代用す
ると、それぞれ約145億円及び480億円を要する。 
●さら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。 
 

代替手段との比較 

項 目 利用 
シーン 

代替センサ単
価/シーン 

代替する場合
の必要総費用 

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 

外国の衛星データを用いた場合の必要費用 



71 

６．Ｄ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 

○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。 

○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。 

○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。 

○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については、長期間にわたる事業ではあるが、定
量的な説明が行えるようにすべきではないか等の意見から、１点台の評価となった。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｄ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、石油資源探査への衛星
データ利用手法の確立並びにASTER及び
PALSARから取得されるデータの着実な地上
データシステム運用等を全体目標としてお
り、個々においても事例件数やデータ処
理・配付件数等の目標を設定の上、事業を
実施している。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。なお、本
事業においては、ASTER及びPALSARそれぞ
れのセンサについて、データ利用委員会を
設置しており、利用サイドからの評価及び
次年度事業への反映などを実施している。   

 



２．技術に関する事業の概要 
２．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 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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） 
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１．E. ASTER／PALSARの研究開発の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

 地球資源衛星（JERS-1）の成果を引継ぎ、高機能・高性能化
を図った地球観測センサ（ASTER／PALSAR）の開発及び軌
道上の運用 

ASTER ：昭和６２ 年度～平成２９ 年度 （３１年間） 
PALSAR ：平成 ５ 年度～平成２９ 年度 （２５年間） 

約３０７億円（委託） 
（平成２０年度：１．１７億円 平成２１年度：１億円 平成２２年度：１億円） 

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） 
（ASTERプロジェクト／PALSARプロジェクト） 

ASTER :極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム 
  （Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer） 
PALSAR :次世代合成開口レーダ 
  （Phased Array type Ｌ-band Synthetic Aperture Radar） 
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２．E.事業の目的・政策的位置付け 

（第４条） 
 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成果の円滑
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。 

宇宙基本法（平成20年法律第43号） 

○宇宙開発利用の推進 
  →「宇宙を活用した安心・安全で豊かな社会の実現」 
   ・・・公共の安全の確保、国土保全・管理、食糧供給の円滑化、資源・エネルギー供給の円滑化、地球規模の 
  環境問題の解決（低炭素社会の実現）、豊かな国民生活の質の向上（健康長寿社会の実現や利便性向上な 
  ど）、持続的な産業の発展と雇用の創出など、様々な社会的ニーズに応じる宇宙開発利用を目指す。 

宇宙基本計画（平成21年6月2日宇宙開発戦略本部決定） 

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 

D.石油資源遠隔探知技術の研究開発 

石油資源探査のための 
リモートセンシング（遠隔探知） 

技術開発 

センサの開発、運用、校正・精度評価等 データの利用技術開発、地上システムの運用等 

連
携 

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 
（「エネルギー基本計画」（平成22年6月）） 



PALSAR（フェーズドアレイ方式

Ｌバンド合成開口レーダ） 

ASTER 
（資源探査用将来型センサ） 

SAR 
（合成開口レーダ） 

OPS 
（光学センサ） 

２．E.事業の目的・政策的位置付け ASTER/PALSAR開発の流れ図 

・高機能化 
・高性能化 

JAXAと
共同開発 

地球資源衛星「ふよう1号」

JERS-1 資源探査を主目的
に、国土調査、農林
漁業、環境保全、防
災、沿岸監視等の観
測 

陸域観測技術衛星「だいち」

ALOS 

資源探査、地図作成、
地域観測、災害状況
把握等 

（PALSAR 

電子機器部の開発） 

NASA地球観測衛星

Terra 

NASAを中心に 、 

地球環境問題への
貢献を目指す国際
協力プロジェクト NASAと

国際協力 

（コアセンサ
の提供） 

・高機能化 
・高性能化 
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ＡＳＴＥＲの概要 

ASTERの開発目標 
（１）分解能： 
 可視近赤外放射計（ＶＮＩＲ）   １５×１５（ｍ） 
        （ＪＥＲＳ-１:１８．３ｍ×２４．２ｍ） 
 短波長赤外放射計（ＳＷＩＲ）  ３０×３０（ｍ） 
        （ＪＥＲＳ-１に対してバンド数増加） 
 熱赤外放射計（ＴＩＲ）      ９０×９０（ｍ） 
        （ＪＥＲＳ-１は搭載していない） 
（２）観測幅： ６０ｋｍ 
         （ＪＥＲＳ-１に対してポインティング機能追加）  

短波長赤外放射計 
（SWIR) 熱赤外放射計 

（TIR) 

共通信号処理部 
可視近赤外放射計 

（VNIR) マスタ電源部 

ASTERの概観図 

ASTERの特長 
・地球資源衛星１号（ＪＥＲＳ-１）の資源探査を継続して、可視近赤外域、短波長赤外域、

熱赤外域と観測波長帯が広く、１４の観測バンド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ている。 

・熱赤外域を５の観測バンドで観測することができ、ランドサットに次ぐものである。 
・地球環境問題に貢献する国際協力プロジェクトの一翼である。 

 運用目標である軌道上5年間を達成し、2010（平成22）年度までの後期運用において、

機器の正常な運用を維持し、利用者への正常な画像供給を継続することを、ＡＳＴＥＲの
運用評価目標とした。 
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PALSARの概要 

PALSARの開発目標 
（１）周波数帯：Lバンド                        
    （JERS-1データの継続性保持） 
（２）分解能 ：10m～100m        
   （ JERS-1 ： 18m） 
（３）観測幅 ：30km～350km       
    （ JERS-1 ： 75km） 
（４）観測角 ：10°～51°               
   （ JERS-1 ： 35°） 
（５）多偏波 ：HH & HV & VH & VV 
                   ここでH：垂直偏波 V：水平偏波     
    （ JERS-1 ： 単一偏波HH）     
（６）昼夜、天候にかかわらず観測可能 

 運用目標である軌道上5年間、平成22（２０１０）年度までの定常運用において、機器
の正常な運用を維持し、利用者への正常な画像供給を継続することを、PALSARの運
用評価目標とした。 

恒星センサ 

データ中継用アンテナ 

太陽電池パドル 

フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ                                                      
                     （PALSAR） 

パンクロマチック立体視センサ(PRISM) 

高性能可視近赤外 
放射計2型(AVNIR-II) 

PALSARの特長 
 JERS-1の経験を生かし、Ｌバンド多偏波合成開口レーダという世界初の技術を持った
センサです。 
 Lバンドは植生の透過性から地表面の観測にも優れており、世界で唯一のLバンド合成
開口レーダです。 
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３．E.成果、目標の達成度 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 
軌道上運用 
（１）ASTER 
・定常運用（5年間） 
・後期運用（5年以上） 

 
同左 
同左 

 
＜達成：評価済み＞ 
稼働中（SWIR除く） 

 
 
継続中 

（２）PALSAR 
・定常運用（5年間） 
・後期運用（5年以上） 

 
同左 
同左 

 
打上げ後5年経過（H23.1） 
観測停止（H23.4.22） 

 
達成 
達成 

（１）ASTER 
 平成20年度から平成22年度は、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。 

（２）PALSAR 
 平成20年度～平成23年度は、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。 
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 鉱区権を取得することにより資源開発事業に着手できる。 
 この鉱区権取得を目指して、宇宙からの観測データにより重点対象地域を選
定し、現地での予備調査等を経て鉱区権の取得が行われる。 
 更に、その観測データの利用促進を図るには、 

・観測要求の最適化 
・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等の研究開発」 、PALSARは
「ALOS-2 PALSAR2の開発」と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。 
 観測データの継続提供が可能となれば、新たな利用者の出現によって利用
分野の拡大が予測される。 
 新たな利用者を含めた利用コミュニティの拡大が必要である。  

４．E.事業化、波及効果 
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５．E.研究開発マネジメント・体制等 

ＮＡＳＡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＡＲＯＳ ＪＡＸＡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経済産業省 
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 

※太枠着色部分が、本事業における実施範囲である。 
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６．Ｅ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 

 
○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。 

 
○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。 
 
○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｅ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、センサの開発及び安定
的な運用を図ることを全体目標としており、
また、それぞれの構成機器等においても個
別に評価指標を設定している。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。なお、本
事業においては、別途実施している、石油
資源遠隔探知技術の研究開発において利用
事業を実施しており、関係者間の情報共有
等も図っているところである。 



２．技術に関する事業の概要 
２．Ｆ ハイパースペクトルセンサ等の 

研究開発 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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 
日本電気株式会社 
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１．Ｆ．ハイパースペクトルセンサ等の研究開発 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成１９年度～平成２５年度 （７年間） 

１０８億円（委託） 
（平成２０年度：１０億円 平成２１年度：２５億円  平成２２年度：２０億円） 
   

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 
日本電気株式会社 

平成25年度までに資源探査・農林水産・環境観測・災害監視など、
多様な用途への活用を可能とする広い観測幅に高い波長分解能
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。 
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２．Ｆ.事業の目的・政策的位置づけ（１／２） 

①「新成長戦略」 

②「産業構造ビジョン２０１０」 

③「宇宙基本計画」 

④「宇宙分野における重点施策について」 

⑤「第４期科学技術基本計画」 

⑥エネルギー基本計画 

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 

高波長分解能を有する 

高性能センサの開発 

ハイパースペクトルセンサ等の研究開発 
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２．Ｆ.事業の目的・政策的位置づけ（２／２） 

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は宇宙から地球表面を観測
する機器である。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。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。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を開発することが本研究開発の目的である。 

ハイパースペクトルセンサ等の研究開発目的 

類似事業との関連性 

＜ハイパースペクトルセンサ＞ 
①観測波長域：400-2500nm 

②バンド数：185以上 

③空間分解能：30m以下 

④観測幅：30km 

＜次世代地球観測衛星利用基盤技術＞ 
①エネルギー・資源分野、農業分野、森林分野、 
環境分野での利用手法確立 
②センサの校正・データ処理・運用計画最適化 
等からなる地上データ処理システムの構築 

AVIRIS 

 (米国航空機Hyperセンサ） 

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)

Cuprite Arizona 
USA  

センサによって 
データを取得 
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３． Ｆ.成果、目標の達成度（１／３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

システム設計 

・仕様設計 
 ハイパースペクトルセンサ 

以下のスペックの達成見通しを得る。 

 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 

以下のスペックの達成見通しを得る。 

 空間分解能 5m以下 

 観測幅 90km 

 バンド数 4 

 S/N比 200以上 

 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 
 ついて実現の見通し 
 を得た。 

達成 
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３． Ｆ.成果、目標の達成度（２／３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

 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。 

 

 左記の要素技術開 
 発を行い、各性能の 
 達成の見通しを得た。 

  
  

達成 
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３． Ｆ.成果、目標の達成度（３／３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

 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。 

 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。 

達成 

 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/集光系ミラー 
 ・マルチスペクトルセンサ用 
  検出器 

達成 
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４． Ｆ.事業化、波及効果（１／４） 
 

  

 
 

事業化【センサ販売】 

 日本におけるプログラムの立ち上げの提案 

１） ハイパースペクトルセンサの国内販売に関しては、公的なデータの利用の可能性
が非常に高いことから官庁の継続的データ利用を訴求し、現開発センサの後継機
の立ち上げを提案していく。 

２） 今後、データ利用を広く働きかけることにより、ハイパースペクトルセンサやマルチ
スペクトルセンサを民間が保有する可能性があると考えている。衛星運用での事
業化を民間に働きかけ、一部官民連携も視野に入れた、民間主体の衛星の実現を
目指した提案活動を行う。 

 海外プログラムへの販売の推進 

１） 最近、新興国において衛星やセンサ保有を目指した開発の動きがある。また、日
本政府の資金や国家間の協力によって、海外プログラム実現の後押しをする動き
がある。官民の連携も視野に入れて、海外へのセンサ販売、更には地上含む衛星
システム全体の販売の推進を図る。  

   これらの事業化を推進するため、現在開発中のセンサによる実用
化を確実なものとすることが重要である。     
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４． Ｆ.事業化、波及効果（２／４） 
 

  

 
 

事業化【データ販売】 
 事業化構想  

• 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。 
• 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。 
•   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、付随するデータ利用および連携条件の調整を実施する。 
•   データ受信や処理に関する官と民の役割分担等明確化が必要な事項があるが、今後
関係機関との調整を行ってこれらを明確化し、データ販売事業の発展を目指す。 
•   そのため、データ利用に関心のある企業との連携を深め、事業化の実現を目指す。 
 

 将来的な事業化の見通し 
1)  ハイパースペクトルセンサへの潜在市場は大きく、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。 
2)  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）の実現を目指し、官民
の利用ユーザへのつながりのスキームを構築するよう努力する。 
3)  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。 
4) 国際的な事業協力も含めた事業を目指して推進する。 
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４． Ｆ.事業化、波及効果（３／４） 
 

  

 
 

研究体制への波及効果(人材育成、研究開発の継続性) 

 分光センサ・画像データ処理技術者、衛星搭載センサ開発者の育成、維持拡大ができる。 
 分光、素子、分光測定、画像分析技術等の継続開発による技術、ノウハウ蓄積ができる。 

技術的波及効果 

 分光、校正技術が蓄積される。 
 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、本プロ

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。 

経済的波及効果、社会的効果 

☆ 資源探査能力の向上 
 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多数のスペクトルを有する 
ため、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、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、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） 
 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。 
 水質等の汚染状況識別や陸域の土地利用の詳細識別にも能力を発揮できる。 
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４． Ｆ.事業化、波及効果（４／４） 
 

  

 
 

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 

センサ開発 軌道上観測データ 

事業化構想 

市場動向調査 センサ販売 （国内・海外） 

データ販売 （官・民・海外） 
【事業化】 

【波及効果】 



  

99 

(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) 
   

  日本電気株式会社 
(宇宙システム事業部) 
【設計/評価モデル】 

N 

E 

D 

O 

プロジェクトリーダ(岩崎東大教授) 

     開発体制 

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 

技術委員会   

機上校正検討チーム   宇宙航空研究開発機構 
(平成20年度から:搭載衛星

I/F検討) 

［共同実施］ 

ミッション要求審査委員会 
(平成19年度) 

  

M 

E 

T 

I 

  日本電気株式会社 
(宇宙システム事業部) 

【製作・試験】 

平成19～22年度 

５． Ｆ.研究開発マネジメント・体制等 



100 

６．Ｆ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 

○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。 

○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。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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   



103 

７．Ｆ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、資源探査における全体
目標を立て、それに基づき、センサのス
ペックを表す個別要素技術の達成目標を立
てていく予定である。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。本事業と
対になっている次世代地球観測衛星利用基盤
技術の研究開発ではユーザを中心とした委員
会を開催しており、当該委員会を活用して、
ユーザーの意見を目標設定へ反映していく予
定である。 

 

 

         

 



２．技術に関する事業の概要 
２．Ｇ 次世代地球観測衛星利用基盤技

術の研究開発 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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 

資源エネルギー庁資源・燃料部 鉱物資源課 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

104 
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１．Ｇ.次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成１８年度～平成２６年度 （９年間） 

５１億円（委託） 
（平成２０年度：３．４億円 平成２１年度：５．０億円 平成２２年度：４．０億円） 

（財）資源・環境観測解析センター 
（独）産業技術総合研究所（平成２２年度以降） 
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（平成２０年度以降） 

ＨＩＳＵＩは、既に設計寿命を超えて運用中であるＡＳＴＥＲの後継センサであり、
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。高精
度・高品質なデータを継続的に得ることによって、石油有望地域の抽出や金
属資源鉱物等のより詳細な特定を可能とする解析技術を確立する。また、高
品質なデータの活用を可能とするため、センサの校正・データ処理・運用計
画の最適化等からなる地上データ処理システムを構築する必要がある。 
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２．Ｇ.事業の目的・政策的位置づけ（１／２） 

①「新成長戦略」 

②「産業構造ビジョン２０１０」 

③「宇宙基本計画」 

④「宇宙分野における重点施策について」 

⑤「第４期科学技術基本計画」 

⑥エネルギー基本計画 

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 

衛星搭載センサデータの各分野に
おける利用技術の確立、処理技術
の確立 

次世代地球観測衛星利用基盤技術の研
究開発 
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２．Ｇ.事業の目的・政策的位置づけ（２／２） 

衛星搭載のHISUIから得られるデータの高度利用に係る研究開発を行う。 

具体的には、エネルギー・資源分野、農業分野、環境分野、森林分野等の各分野で
の活用をするため、HISUIによって得られるデータから地質や植生を判別するための
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する。 

次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発目的 

類似事業との関連性 

＜ハイパースペクトルセンサ＞ 
①観測波長域：400-2500nm 

②バンド数：185以上 

③空間分解能：30m以下 

④観測幅：30km 

＜次世代地球観測衛星利用基盤技術＞ 
①エネルギー・資源分野、農業分野、森林分野、 
環境分野での利用手法確立 
②センサの校正・データ処理・運用計画最適化 
等からなる地上データ処理システムの構築 
③金属資源探査技術の研究開発 

AVIRIS 

 (米国航空機Hyperセンサ） 

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)

Cuprite 
Arizona USA  

センサによって 
得られるデータ 
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３．Ｇ 成果、目標の達成度（１／３） 

要素技術 目標・指標 
（中間評価時点） 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 
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 
 



109 

３．Ｇ 成果、目標の達成度（２／３） 

要素技術 目標・指標 
（中間評価時点） 成  果 達成度 

２．センサ校正・データ処
理技術 
１）校正技術 
２）データ処理技術 
３）地上処理システム 
４）運用計画システム 

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。 
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。 
 
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作す
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 
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。 
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。 
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 
 
 
 
 
達成 
 
 
 
達成 
 
 
 
 
達成 



110 

３．Ｇ 成果、目標の達成度（３／３） 

要素技術 目標・指標 
（中間評価時点） 成  果 達成度 

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
た総合解析探査技術の
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。 

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。 
 
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 
 
 
 
 
 
 
達成 



実利用化のための解析技術の成果例 

  

111 （参考） 

１）エネルギー・資源分野 ２）農業分野 

３）環境分野 ４）森林分野 

航空機ハイパーデータのフォー
ルスカラー画像 

（メキシコRay de Plata付近） 

鉱物抽出結果の例 

スペクトル
吸収位置と
形状判定の

改良 
  

(左)Indramayu地域 (右)Suban地域 

インドネシア国の水稲の生育段階分類図 

1次微分指標画像

R= バンド 23
G= バンド 20
B= バンド 15

外
洋

分類結果 生
サ
ン
ゴ

海
草
・

海
藻

岩

死
サ
ン
ゴ

・
礫

砂

海
草
・
海
藻
・

生
サ
ン
ゴ

岩
・

生
サ
ン
ゴ

1
次
微
分
画
像
で

分
類
し
直
し

（左）一次微分指標画像       （右）分類結果 
○は、グランドトゥルース地点 

対象樹種の樹種分布図（左：現地調査結果、右：推定結果） 
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４．Ｇ 事業化、波及効果（１／２） 
 

  

 
 

【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。 
 農業では、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いる。 
（２）資源開発会社、地方自治体、農業・森林組合、各国環境省等へのデータの
販売が期待できる。 
（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。また、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。 
【波及効果】 
（１）ＨＩＳＵＩデータ売上試算および経済効果 
 ⇒年間２．８億円のデータ売上試算 
 ⇒新たな油田発見につながれば、数兆円～数十兆円 
（２）インフラ・システム輸出への貢献 
  ＨＩＳＵＩの各センサを単独搭載した小型衛星の海外展開 
 ⇒  ５カ国でのコンステレーション展開で５００～１０００億円 
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森林分野 

農作物の生育状況
や品質等の把握 

地球温暖化等の基
礎資料 

農業分野 

環境分野 

校正技術 

鉱物資源等把握
の高精度化 

エネルギー・
資源分野 

水質環境や植生分
布等の管理 

処理技術 

地上処理システム 

運用計画システム 

2016 2011 2020 2030 2006 
本研究終了 

①実利用化の
ための解析技
術の確立 

②センサ校
正・データ処
理等の技術 

波及効果 

衛星データ売上 

新たな油田の
発見 

新たな鉱物の
発見 

システム・インフ
ラ輸出 

実用化試験 

実装・処理 運用 

商品化・販売 

 
 

 
 

 

本 
 

 

研 
 

 

究 

★ 

★ 衛星打上 

地上データ処
理システム 

高品質データの提供 

エネルギー・資源
の確保 

食糧安定供給 

地球規模の環境
監視 

４．Ｇ 事業化、波及効果（２／２） 
 

（参考） 

③金属資源探
査技術の研究
開発 

金属資源探
査分野 

新たな鉱床の
発見 

金属資源探査への実利用 
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実施体制 

 

   

５．Ｇ 研究開発マネジメント・体制等（１／２） 

（財）資源・環境
観測解析セン

ター 

経済産業省 

次世代地球
観測衛星利
用委員会 

民間企業 

研究開発の一部を外注 

共同研究先 

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 

実利用化のための解析技術の確立 センサ校正・データ処理技術の開発 

経済産業省 

（財）資源・環境
観測解析セン

ター 

（独）産業技術
総合研究所 

研究
協力 

酪農学園大学 

再委託 再委託 

（独）国立環境研究所 
東京大学 



115 

実施体制 

 

   

５．Ｇ 研究開発マネジメント・体制等（２／２） 

（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 

金属資源探査技術の研究開発 
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６．Ｇ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 

○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。 

○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。 

○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、評点法に  
 よる 評価を実施した。 
○４．について、ＨＩＳＵＩが実際に宇宙に打ち上がった際にセンサデータを利用するユーザ側の 
 メリットを考慮してＨＩＳＵＩデータの解析技術が開発されているかが不明確なため、評価に影響  
 している。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｇ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、実用化に向け、ユー
ザー側の意見を反映しつつ全体目標を設定
し、それに基づいて個別要素技術の達成目
標を立ててまいりたい。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。なお、本
事業においては、本事業で設置している次
世代地球観測衛星利用委員会等を活用し、
ユーザ側からの意見に基づいて目標を適切
に設定してまいりたい。 

 

         

 



２．技術に関する事業の概要 
２. Ｈ 太陽光発電無線送受電技術研究開発 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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.太陽光発電無線送受電技術研究開発の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成２１年度～平成２６年度 （６年間） 

１４．１億円（委託） 
（平成２１年度：１．５億円、平成２２年度：２．１億円） 

• 財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（マイクロ波による精密           
ビーム制御技術の研究開発） 

• 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） 

• 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） 

宇宙太陽光発電システム(SSPS)に不可欠な精密ビーム制御技術の研究開発を
行うことにより、SSPSの実現を目指すことを目的とする。本技術は、複数のフェー
ズドアレイアンテナ間の位相同期を行い、レトロディレクティブ技術を活用し、マイ

クロ波ビームを受電アンテナに向けて電力伝送するものである。研究開発の実
行においては、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。 
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○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。 

 

２．Ｈ.事業の目的・政策的位置付け 

 
○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、石油代替エ
ネルギーの導入拡大を図ることが重要で
す。 

 
○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
発電が可能となり、ベースロードとしての活
用が期待されています。 

 
○他方、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
送受電技術を確立することを目的としてい
ます。 

政策的位置づけ 事業の目的 
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受電モジュール

受電部

初段ＨＰＡモジュール

サブアレイ

源振統制

マスター機能

最終段ＨＰＡモジュール

送電モジュール

制御用電源

ＰＣ

４素子

アンテナ分配器

送電ＤＣ主電源

増幅器移相器

ＢＦＮＣ

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

受電
アンテナ

ＤＣ出力

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

ユニット

受電部制御

監視ユニット

目的：将来の宇宙太陽光発電の実現に向け、エネルギー伝送技術についての地上実証を進める 

地上実証用試験モデル構成図 

試験モデル概念図 

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。 

コンセプト：●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 
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３． Ｈ.成果、目標の達成度 
項目 目標・指標 

(中間評価時点） 

成果 達成
度 

総合シス
テム 

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、機能や特
性 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） ・インタフェース管仕様理書 

達成 

送電部 

小型・薄型・高効率化の実現に向けた技
術要素研究開発に取り組み、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、１．６
ｋＷの電力を送電可能な設計とした。 

達成 
 

受電部 

市販ショットキーバリアダイオードを使用し
て、送電部からの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
受電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 
 

送電制御
技術 

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、実現性や有効性の定量的な検討評価
を実施して将来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への適用有効性の見通しを得
た。 

達成 
 

試験候補
地調査 

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て数か所に絞り込む。 

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 
 

関連技術
動向調査 

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関連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。 

達成 
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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。

商用宇宙太陽発電システムに向けてのロードマップ 

４．Ｈ.事業化、波及効果 



SSPSからのマイクロ波を拡散させ、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）により必要なだけ電力を取得することができる。 

（都市部で）                  （郊外で）                   （災害緊急時に） 

（電気自動車無線給電応用） （建物内ユビキタス電源応用） 

技術波及応用の可能性 
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５． Ｈ.研究開発マネジメント・体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

委員長： 
篠原真毅 京都大学教授 
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６．Ｈ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 
 
○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。 

 
○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 
○「２．研究開発等の目標の妥当性」については、長期的な研究開発であるからこそ、前提条件

についての変更や、他国における技術開発動向を踏まえ、計画目標を検証すべきであるとの
指摘があった。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：事業は優れており、より積極的 
    に推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべ 
    きである。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に 
         見直す必要がある。 
  ０点：事業を中止することが望ましい。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   
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７．Ｈ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 ○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。（全事業共通） 

 

 

 

○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。（全事業共
通） 

 

        

○各プロジェクトは、前述のとおり、全体目
標とそれを達成するための個別要素技術の
目標を立てて実施しており、引き続き事業
化に向けて取り組んでまいりたい。なお、
本事業においては、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
送受電技術の確立を目的として、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ている。 

 

○目標を設定する際には、事業者側からのみ
ならず、利用者の視点も踏まえた目標とな
るよう努めているところである。なお、本
事業においては、世界初となる送受電装置
の薄型化、高効率化を目標として実施して
いる。 

 

         

 



２．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） 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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.次世代衛星基盤技術開発プログラムの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成１５ 年度～平成２３ 年度 （９年間） 

５５．６億円（委託 ） 
（ 平成２０年度：６．６億円 平成２１年度：６．０億円 平成２２年度：４．０億円 
    平成２３年度：平成２２年度の繰越分にて実施 ） 

財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（ＵＳＥＦ） 
再委託先：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） 

 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（｢３次元ヒートパイプネットワーク｣と呼ぶ）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）測位用擬似時計技術 
   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。 
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２．Ｉ.事業の目的・政策的位置付け 

（第１３条） 
 国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形
成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する
様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的
な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、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
講ずるものとする。 

 宇宙基本法（平成20年法律第43号） 

○第３章１（１） Ｄ 測位衛星システム 
・・・今後、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標とする。 

宇宙基本計画（平成21年6月2日宇宙開発戦略本部決定） 

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） 

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） 

次世代衛星基盤技術開発 
（準天頂衛星による実証） 

   ・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 
   ・次世代イオンエンジン技術開発 
   ・測位用擬似時計技術開発 

・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 
（セントラルシリンダの開発） 

連
携 

・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、技
術実証・利用実証という性格に鑑みて、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。 
 
・国が中心となって、１機の準天頂衛星を打ち
上げ、総務省、文部科学省、経済産業省、国
土交通省による技術実証、民間、府省庁等に
よる利用実証を行う。 

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） 
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３． Ｉ.成果、目標の達成度（１／３） 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 

（１）衛星構体の高排
熱型熱制御技術 

 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。 
 加えて、軌道上にて準天
頂衛星を用いた宇宙実証
実験を実施する。 

・高熱伝達ジョイントと高熱輸送ヒート
パイプを組み合わせた3次元ヒートパイ
プネットワークを開発した。 

・3次元ヒートパイプネットワーク検証モ
デルを用いて、熱真空環境および常温
大気圧環境下で試験を実施し、次世代
高排熱型衛星の排熱能力が5ｋＷ以上
であることを検証した。 

・準天頂衛星に搭載して打上げられ、３
次元ヒートパイプネットワークシステム
は軌道上でも、 機能・性能を十分満足
していることが確認できた。 

達成 

北面ペイロードパネル  

南面ペイロードパネル                 

南北連接ヒートパイプ 

熱を輸送する。 

 従来から実用化されている2次元ヒートパイプネット
ワークを組込んだパネル間をヒートパイプにより熱的
に複数結合（3次元化）し、軌道上において高温側か
ら低温側パネルへの熱の輸送を可能にすることで衛
星構体のサイズを変えないで、複数の機器搭載パネ
ルからの排熱能力を向上させることを可能とする。 
 これにより、ヒートパイプを3次元的に連結する技術
を適用した衛星の全パネルを排熱面として有効利用
することを可能とした。 
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３． Ｉ.成果、目標の達成度（２／３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

（２）次世代イオ
ンエンジン技術
開発 

電源入力5kW以下にて、 

 

ホール型：推力250mN以上、比
推力1,500秒以上の実現性を実
証する。 

 寿命3,000時間以上の実現性
を地上検証試験で実証する。 

 高電圧電源及びスラスタ本体を開発した。 

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 

3,000時間動作達成後の 
ホール型スラスタ 

ﾎﾛｰｶｿｰﾄﾞ(陰極) 

ｱﾉｰﾄﾞ(陽極) 
加速ﾁｬﾈﾙ 

寿命試験前の 
ホール型スラスタ 

チャネルが削れている 
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３． Ｉ.成果、目標の達成度（３／３） 

要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

（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
ム実証試験を実施する。 

 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
擬似時計システム構成の実
現性を確認し、準天頂衛星を
用いた実証実験を実施する。 

 (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と地上評価試験で
得られた。 

達成 

(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 

 

(3)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。 

（目標よりも約一桁良い） 

達成 

 

(4)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
実証実験を実施している。同期精度0.3ns、
10万秒で4.43×10E-15の安定度が得られた。 

達成 
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（１）衛星構体の高排熱型熱制御技術 
 

４． Ｉ.事業化、波及効果（１／３） 

 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。 

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
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イオンエンジン 

システム技術 

 

加速機構技術 

 

高効率放電室技

術 

 

高電圧電源技術 

 

 

衛星システム

搭載性 

 

寿命の確認 

 

実証衛星 

による 

実用検証 

タンク・ジン

バル等製作 

(既開発品) 

 

実用衛星 

 

・大型静止衛星 

・小型衛星 

改修 

技術的に実用可能 

事業化までに必要な試験 

波及効果として技術的には実用可能 

製品として整合性が必要 

・半導体製造装置への適用 

・放電負荷用高圧電源への適用 

・高排熱基板要素技術の他分野への展開 

本研究内容 
衛星搭載用ホールスラスタ 

システムの完成 

事業化までのシナリオ 事業化への対応 
(1) 実証衛星等による軌道上で

の機能・性能検証が必要 
(2) 低コスト化が必要 

 
宇宙機への対応 

(1) 大型静止衛星／小型衛星／
宇宙探査衛星などへの適用 

(2) 超低高度衛星／高精度姿勢
制御衛星などへの展開 

４． Ｉ.事業化、波及効果（２／３） 

（２）次世代イオンエンジン技術 
 

 本技術は将来的には三菱電機株式会社
標準バス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。 



(１) 準天頂衛星への搭載、アルゴ
リズムの改善 

準天頂衛星に搭載して１年
間の実証実験を行う。この間
に制御アルゴリズム・遅延推
定アルゴリズムの改善を行う。 

(２) 導入普及  

以下の用途での利用を関
係機関に働きかける。 

・次世代測位衛星への利用 

・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 

 

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 

４． Ｉ.事業化、波及効果（３／３） 
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（３）測位用擬似時計技術 

 
 

本技術を採用することにより下記の効果がある。 
 ・海外に頼らずに国産技術でシステム構築が可能 
 ・搭載原子時計に比べ、小型・軽量・長寿命化ができる 
 ・搭載原子時計よりも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使用可能 
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経済産業省 
（METI） 

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 
 ・測位用擬似時計を除く各個別研究開発の実施                                          

                              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 

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 
 （準天頂衛星初号機の開発） 

委託 

再委託 

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 

委託 

連携 

５． Ｉ.研究開発マネジメント・体制等 
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６．Ｉ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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。 
 
○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。 
 
○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
 ３点：実施された事業は、優れていた。    
 ２点：実施された事業は、良かった。 
 １点：実施された事業は、成果等が 
         今一歩のところがあった。 
  ０点：実施された事業は、成果等が 
         極めて不十分であった。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   



２．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） 

製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室 
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.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）の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

平成１５ 年度～平成２２ 年度 （８年間） 

３８．７億円（委託） 
（ 平成２０年度：６．０億円 平成２１年度：２．６億円  

平成２２年度：平成２１年度の繰越分にて実施 ） 

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） 

 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。 
 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 
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２．Ｊ.事業の目的・政策的位置付け 

（第１３条） 
 国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形
成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する
様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的
な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、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
講ずるものとする。 

 宇宙基本法（平成20年法律第43号） 

○第３章１（１） Ｄ 測位衛星システム 
・・・今後、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標とする。 

宇宙基本計画（平成21年6月2日宇宙開発戦略本部決定） 

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） 

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） 

次世代衛星基盤技術開発 
（準天頂衛星による実証） 

   ・衛星構体の高排熱型熱制御技術開発 
   ・次世代イオンエンジン技術開発 
   ・測位用擬似時計技術開発 

・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 
（セントラルシリンダの開発） 

連
携 

・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、技
術実証・利用実証という性格に鑑みて、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。 
 
・国が中心となって、１機の準天頂衛星を打ち
上げ、総務省、文部科学省、経済産業省、国
土交通省による技術実証、民間、府省庁等に
よる利用実証を行う。 

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） 
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３．Ｊ.成果、目標の達成度 

要素技術 目標・指標 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。 

 解析ツールの概要を図4.J. 1 に示す。 

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。 

 加えて、シリンダについては準天
頂衛星を用いた実証実験を実施す
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・認定・検証モデルの製作・試験（打上げ
環境を考慮した静荷重試験と音響試験）を実施した。 

 さらに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。 

一体成形化概要を図4.J. 2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。 

 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4.J. 3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、
10.5%の重量削減が可能であることを確認した。 

達成 



 運輸部門（航空機、自動車、高速車両等）の軽量複合材料構造体を製造プロセスも含め
短期間かつ机上シミュレーションにより精度良く設計する技術の確立で設計・製造コストの
低減をはかる。 

硬化温度解析
サブルーチン 硬化温度分布

出力

温度履歴分布

•形状
•材料（剛性）
•積層・構成
•金型（形・材質）
•加熱装置
•使用温度

入力データ

樹脂硬化条件データベースアフターキュア
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３．Ｊ.成果、目標の達成度（続き） 

図4.J. 1 解析ツール概要 

図4.J. 2 一体成形化概要 

図4.J. 3 異種材料間の接合面を有する 
複雑構造体 検証モデル 
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一体化成形化

一体成形構造部分構造A

部分構造B

接続金具

従来製造技術 本研究開発による製造技術

＊CFRP表皮は
　プリキュア

＊CFRP表皮は
　コキュア

一体成形化 

○キュア：複合材料の製造工程において熱硬化性樹脂が 
    熱の作用によって化学変化を起こし、硬化すること。 

○コキュア：製品を成形する際に、全体の成形を一度に硬化  
          させること。 

○プリキュア：製品を成形する際に、全体の成形に先んじて、 
             一部分の部品を先に硬化させておくこと。 



一体成形シリンダの事業化シナリオ 

４．Ｊ.事業化、波及効果 
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 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。 

 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度以降 

 

ｼﾘﾝﾀﾞ単体の 

製造・試験 

 

     

 

実証衛星による 

実証試験 

(PFT 含む) 

 

     

 

開発試験 認定試験 検証試験 一体成形シリンダ 

の商品化 

総
合
評
価
試
験 

準天頂衛星の打上実証 

平成 22 年 9 月打上げ 



・衛星構体質量10％削減による打ち上げ費用削減効果・・・・4,000万～9,000万円 
・年間21機の商用衛星打ち上げ（大型衛星は13機）のうち、2機の受注を目指す。 
・一体型シリンダ単体受注については、大型衛星13機のうち、1機の受注を目指す。   

商用衛星の打ち上げ予測 

打上年（西暦） 

 

打
上
衛
星
機
数
（機
） 

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。  

（出典：FAA and COMSTAC Report : 2011 Commercial Space Transportation Forecasts） 

４．Ｊ.事業化、波及効果 
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・ターゲット衛星規模 
 1) 4200～5400kg（準天頂衛星クラス） 
 2) 5400kg以上 
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経済産業省 
（METI） 

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                                          

                                                                               等 

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） 

 

委託 

平成20～22年度の実施体制図 

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教授  金原  勲 

委託 

５．Ｊ.研究開発マネジメント・体制等 
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６．Ｊ．評価 

座長 

委員 

小泉 宏之 
     東京大学先端科学技術研究センター 准教授   
 

白坂 成功 
       慶應義塾大学大学院 
 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授 
 

関根 重幸 
      （独）産業技術総合研究所 
 企画本部産業技術調査室 総括主幹 
 

建石 隆太郎 
    千葉大学 
 環境リモートセンシング研究センター 教授 

６－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会 

久保田 弘敏 
     帝京大学大学院理工学研究科 研究科長 
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６－２．総合評価（コメント） 

○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））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 

 
○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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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、 
 評点法による 評価を実施した。 

６－３．評点結果 

 
 

【評価項目の判定基準】 
６．総合評価 
   ３点：実施された事業は、優れていた。 
   ２点：実施された事業は、良かった。 
   １点：実施された事業は、成果等が 
         今一歩のところがあった。 
   ０点：実施された事業は、成果等が 
         極めて不十分であった。 

（点） 

【評価項目の判定基準】 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性～５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
     ３点：非常に重要又は非常によい  ２点：重要又はよい   １点：概ね妥当    ０点：妥当でない                   


