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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日改定）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２２年度）
②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（プロジェクト）
（昭和６２年度から平成２２年度）
③次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト）
（平成５年度から平成２２年度）
④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２３年度）
⑤次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェクト）
（プロジェクト）（平成１５年度から平成２２年度）
⑥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２１年度）
⑦太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）
（平成１６年度から平成１９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に関する事
業の評価であり、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評価検討会（座
長：工藤 勲 北海道大学名誉教授）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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２．技術に関する事業
Ａ．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）
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Ｄ．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）
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Ｅ．次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェクト）
（プロジェクト）
Ｆ．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）
【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
産業技術環境局 技術評価室長

飯田 陽一（事業担当課長）

長濱 裕二
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柴尾 浩朗
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Ｇ．太陽光発電利用促進技術調査（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
産業技術環境局 技術評価室長

飯田 陽一（事業担当課長）

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

波多野 淳彦（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２１年３月３１日）
・評価の方法等について
・プロジェクトの概要について
・評価の進め方について

○第２回評価検討会（平成２１年５月１３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２１年６月２４日）
・評価報告書(案)について
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技術に関する施策・事業報告書概要
技術に関する施策

技術に関する
施策名
担当課

宇宙産業プログラム
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
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の強化を図るものである。

技術に関する事業一覧
Ａ．石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト）
Ｂ．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（プロジェクト）
Ｃ．次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト）
Ｄ．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）
Ｅ．次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェクト）
（プロジェクト）
Ｆ．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）
Ｇ．太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）

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
宇宙開発利用を推進していく上で、宇宙産業は我が国の宇宙活動を支える重要な基盤と位置付
けられている。また、宇宙産業は多くの利用分野への広がりを持ち、利用産業の付加価値を高め
ること、宇宙産業以外の産業における素材、技術、サービス等との融合等により新たなイノベー
ションを創出することなど、幅広い産業への波及効果が期待されている。このような中、経済産
業省が宇宙産業プログラムを通じて宇宙開発利用に関する研究開発を進めることについては、そ
の研究開発のリスクの高さ、宇宙技術の他分野への波及効果、宇宙利用を通じた国民生活・社会
が抱える課題の解決の実施といった点から、妥当である。また、宇宙産業プログラムの内容につ
いては、先端技術の開発や近未来からやや長期にわたっての宇宙利用の推進に係る施策が配置さ
れており、適切である。
一方で、昨年８月に施行された宇宙基本法を踏まえ、国として総合的な戦略を確立し府省横断
的な技術開発を行っていく必要があると考えられる。また、機器開発等のハードウェアと利用産

業のようなソフトウェアのどちらを指向するかを明確にしつつ取り組むことが大事である。さら
に、国際社会の利用者を対象にした利用振興策の充実にも取り組むことが望まれる。もちろん研
究開発には多額の資金支援が必要となるので、その都度事業内容について十分な説明を行い、費
用対効果を開示することは必須である。
２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
宇宙産業プログラムとしての研究開発については、必要とされる基本要素技術開発が適切に配
置され、予算配分が所定のスケジュールに沿って実施されており、当初の目的を概ね達成してき
ていると考えられ、妥当である。
一方で、宇宙産業プログラムを実施するにあたっては、プログラム全体での大きな目標を立て、
プログラムの中での位置付けに応じて各プロジェクトの目標を立てて推進している。このため、
プログラムの実施に当たっては、プログラムの目標から見て各プロジェクトの目標が適切なもの
となっているか常に見直し、検証する際にもプロジェクト個別の目標だけを見るのではなく、プ
ログラムの目標に照らして適切であったかについても評価すべきである。また、スペース・セグ
メントと、実利用に視点を置いた地上セグメントの双方に重点を置いた研究開発・事業化を推進
すべきである。今後宇宙産業をさらに発展させるためには、革新的な宇宙技術を生み出す事業の
実施に加えて、既存の宇宙関係企業及び先端技術を持った企業への支援のみならず、産業のすそ
野を拡大するように、中小企業・ベンチャー等への技術的な支援など、従来にはなかった宇宙へ
の新規参入を促す事業等にも取り組む必要があると考えられる。当然のことながら、事業の切り
分けや予算面の妥当性には十分留意すべきである。
３．総合評価
現在の宇宙産業プログラムは、宇宙産業の振興という視点で実施されており、非常に有意義な
ものである。内容についても国際競争力を高める上で適切な先端技術が選択されており、また我
が国の得意とする基盤技術の利点を生かそうとするものになっている。さらに各事業の目標設定
とそれに対する成果も妥当であり、適切である。
一方で、以下の点については留意するべきである。
・施策の観点からは、目標設定や成果のとりまとめにおいて、各プロジェクト固有の内容及びそ
の上位の目標・達成度の評価があると、政策的意義が見出しやすくなる。
・研究拠点、事業化支援センターなどの整備・運営によるきめの細かい施策を実施し、国民の理
解及び研究成果の共有化が促進されることを期待する。
・施策を行う上で、宇宙開発を行う他省庁等との連携・区分けをより明確にすることは不可欠で
ある。
・各プロジェクトの実施にあたっては、直接的な目的や目標を掲げた上で公の場で事業者を選定
することにより、透明度を高めることが必要である。
４．今後の研究開発の方向性に関する提言
経済産業省の宇宙産業プログラムの役割は、宇宙産業の国際競争力の強化の観点から他国の追
従を許さない先進性を指向していくことである。それを実現するために、

・卓越した技術者を長期にわたり維持するための企業への何らかの施策または人材プール組織な
どの創設（公益法人の人材プール組織としての見直しを含む）
・施策を実現するための安定した組織の構築
・新規企業が容易に参入するための体制整備、事業実施
・衛星等の実際に打ち上げられるものの研究開発のみならず、地上セグメント、地上における宇
宙環境試験設備、打ち上げ設備等の周辺環境の整備
・軌道上からのサンプル回収技術
・超小型衛星のクラスタ利用技術の研究開発
・小型衛星機器に関連した国際標準形成支援事業
・革新的宇宙技術の誕生を促す事業の実施
等に取り組む必要がある。また地球観測については、搭載した機能を踏まえた衛星ごとの役割の
明確化、官民分担を考慮したデータベース化、データの利活用を見据えた関係省庁との連携、実
用化に向けてリアルタイムの観測が可能となるようなシステム（衛星のみならず、地上での解析
等も含む）の検討、小型衛星群による低コスト型長期安定的ミッション体制の確立等を行ってい
く必要がある。なお、実用化に向けた特定のプロジェクトの実施と、いわゆる技術力の向上を目
指した基盤技術の開発は、きちんと仕分けた方がよいと考える。

技術に関する事業

技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト）
石油・天然ガス・石炭の安定供給確保
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
我が国における石油・天然ガスの確保は喫緊の課題である。我が国における石油・天然ガスの
安定供給を確保するため、リモートセンシングを用いた石油資源探査技術の開発を行う。
予算額等

（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２２年度

平成２０年度

平成２３年度

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

1,780,000

1,550,000

1,600,000

68,558,567

60,057,494

（独）産業技術
総合研究所

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。なお、
「PALSAR 地上データシステムの運用」については、運
用段階では ALOS 打上げが予定より２年以上も遅れたことにより予定より大幅に目標達成が遅れ
ている。特に配付目標に関しては、PALSAR データ取り扱いに慣れているユーザー数はそれほど多
くないこともあり、インターフェロメトリ解析や偏波データ解析などの事例を広く一般に周知
し、ユーザー開拓に努める方針である。また、
「利用技術開発」については PALSAR データ入手が
遅れたことにより、PALSAR データ利用研究の一部に予定より遅れている課題がある。また、研究
対象地域のリスクや資源企業の探鉱優先度などの状況に左右されることもあり、ASTER では全体
の７割程度、PALSAR では４割程度の達成度といえる。今後は目標達成に向けて資源企業と調整の
もと事業を進める予定である。
個別要素技術の状況については、別紙１のとおり。
(2) 目標及び計画の変更の有無
なし
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

57※
※口頭発表を含む。

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

総合評価
本事業は資源探査を通じた国家としてのエネルギー戦略と地理空間情報整備の基盤技術開発の
ための重要課題であり、また地球観測衛星データ供給体制の国際貢献として評価でき、国際的な
競争力強化に資するものである。データの利用拡大についても取り組んでいる。前回の中間評価
への対応も適切であることから、妥当である。
一方、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、資源有望地域の特
定の寄与の度合い等の実成果及び費用対効果の検証、石油資源探査以外の分野での実利用研究と
その支援体制の検討も進めるべきである。また、今後の国の研究開発の進め方（いつ、どこまで
行うのか）を明確にし、研究費管理の点からのより厳密なプログラム管理を行う必要がある。さ
らに、利用分野ごとの統計や利用方法などの分析、学術での活用事例の取りまとめなども行うと
よい。なお、PALSAR については、打ち上げが遅れたことにより達成度が低くなっている部分もあ
るので、今後改善する必要がある。
今後の研究開発の方向性に関する提言
これまでの研究開発の成果は資源探査ユーザーの衛星利用解析技術の底上げに大きな役割を
果たしており、本技術開発は今後も重要な役割を果たすと考えられる。今後については、東アジ
ア衛星数値標高モデル（DEM）の作成、東アジア地域地質データベース利用技術の推移に期待し
ている。衛星を利用したリモートセンシング産業は、衛星による地球観測の重要性が認識されて
きていることから、衛星通信産業、衛星測位産業に次ぐ宇宙利用産業として期待されるようにな
ってきている。そのためにも、資源ユーザー及び他分野ユーザーに対してより高次処理に重点を
置きながらのユーザーフレンドリーな研究開発の実施を望む。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.82

２．研究開発等の目標の妥当性

2.33

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.50

0.55

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.83

0.75

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

2.33

0.52

６．総合評価

2.33

0.52

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.33
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.33

2.50

2.33
1.83

2.33

（別紙１）
「石油資源遠隔探知技術の研究開発」 個別要素技術の目標・指標及び成果・達成度
（注：指標により測定し、中間評価時点の達成すべき水準との比較）
１． 衛星画像利用技術の高度化研究
（１）高精度画像補正技術の研究
項目
①幾何補正

目標・指標

達成度

・幾何補正アルゴリズムの検証
（目標：検証を数サイト／年

・６サイト／２年間
実施，

（達成度５０％）

運用終了予定まで（６年間）
）
・幾何補正アルゴリズムの開発・改良
（目標：ASTER の昼間ＧＣＰ無し

・改良した DEM/Ortho 作成シス
テムによる昼間絶対精度

絶対精度 50m 以下

・水平方向３０ｍ以下

相対精度 15m 以下）

・垂直方向５０ｍ以下
（達成度５０％）
・夜間用に開発したアルゴリズ

（目標：ASTER の夜間 GCP 無し
絶対精度数 100m 以下）

ム（水平のみ）
・SWIR 40m 以下
・TIR 60m（緯度）
200m（経度）
（従来，数 100m 以上）
（達成度１００％）

②放射量補正・機上校

・感度変化確認

・機上校正データ解析を

正

（目標：２回／年以上実施，

３年間、数回／年実施。

運用終了予定まで（６年間）
）
・補正係数変更

（達成度５０％）
・３年に渡り、解析の結果、補

(ASTER 可視近放射量：2%以内を維持）

正係数変更を数度行った。経

(ASTER 熱赤温度：常温付近においては

時変化について近似式導入、

±1K を維持）

標準プロダクトへの実装。こ

（目標：運用終了予定まで（６年間）維持）

のことによって、目標精度を
ほぼ維持できるようになっ
た。

③放射量補正・代替校
正・地上検証（可視・
近赤）

・代替校正の実施
（目標：３回／年

・３年に渡り、日米３チームに
実施（米国夏期・冬期各

１回，国内１回），運用終了予定まで（６
年間）
）

よる年２回米国ネバダ州乾燥
湖上３サイトで実施
（達成度５０％）

・代替校正によるセンサ劣化傾向検証
（目標：２回／年

（達成度５０％）

実施，

運用終了予定まで（６年間）
）

・３年に渡り、機上校正からの
補正係数との比較検証解析を
数度行う。劣化傾向は同じだ

が、偏差があり。
（達成度５０％）
・代替校正アルゴリズム最適化・精度検証
（目標：２個の測定処理手法の高度化）

・１個を開発。地表面ＢＲＤＦ
測定手法開発、
（達成度５０％）

④放射量補正・代替校
正・地上検証（熱赤）

・代替校正の実施
（目標：３回／年

・３年に渡り、日米数チームに
実施（米国夏期・冬期各

よる年８〜１０回、米国カリ

１回，国内冬期１回），運用終了予定まで

フォルニア州・ネバダ州の湖

（６年間）
）

（夏・冬）および乾燥湖、国
内の湖（冬）
・雪原で実施。
（達成度５０％）

・代替校正による機上校正機能確認
（目標：３回／年

実施，運用終了予定まで

（６年間）
）

・３年に渡り、年８〜１０回実
施。観測および推定放射輝度
の一致性の高さを確認。機上
校正は十分に機能していると
推定。

・地表面温度・地表面分光放射率の検証
（目標：３回／年

実施，運用終了予定まで

（６年間）
）

・３年に渡り、年８〜１０回実
施。精度検証及び内部パラメ
ータの最適化に必要なデータ
取得。

⑤機器起因現象補正

・クロストーク補正
（目標：0.5%以内）

（達成度５０％）

（達成度５０％）

・補正用ソフトウェア開発２
・パラメータ最適化（1%以内）
ただしバンド９を除く。
広がっているゴーストが今後
の課題
・バンド９の問題点明確化
（達成度６０％）

・セルフトーク補正
（目標：0.25%以内）

・迷光モデルの完成
・パラメータ推定(0.5%以内)
広がっているゴーストが今後
の課題

・素子間感度偏差の明確化
(目標：0.5DN 以内)

（達成度５０％）

・サブ DN レベルのセンサ特性評
価（0.5DN 以内）
（達成度１００％）

⑥大気補正

・大気補正アルゴリズムの作成
（目標：１個以上の大気補正アルゴリズム高
度化）

・プロトタイプ設計。VNIR 大気
補正アルゴリズム１個を作
成・実装。
（達成度１００％）

（２）グリッドによる高精度画像補正システム構築
項目
①プロトタイプ構築

目標・指標
・グリッド技術利用
（目標：３つ以上のグリッドミドルウェア

達成度
・Gfarm，OGSA‑DAI および VOMS
の利用

利用）
・転送・配信のためのシステム

（達成度１００％）
・２５０ＴＢを３１台のＰＣク

（目標：３００ＴＢ以上のストレージ）

ラスタで実現 （達成度８３％）

（目標：NASA 受信後１日以内に受信）

・NASA 受信後 ERSDAC 介し 1 日以
内に受信

・実装のフィージビリティテスト
（目標：３ヶ月以上の連続運用）
②ＡＳＴＥＲ全量処
理

・ＡＳＴＥＲ全量アーカイブ

・４ヶ月間の連続耐久テストに
成功

（達成度１００％）
・１日最大 26777 シーンの処理

（目標：２万シーン／日の処理）
③解析処理高度化

（達成度１３３％）

・約１２０ＴＢ受信

（目標：１２０ＴＢ全データ転送）
・全量Ｌ１ＡおよびＤＥＭ・オルソ処理

（達成度１００％）

（達成度１３４％）

・ＡＳＴＥＲ対応の最新・高度アルゴリズムの

・幾何補正アルゴリズムの適用

導入

・大気補正アルゴリズムの適用

（目標：２種類以上の高度補正アルゴリズ

（達成度１００％）

ムの実装）
・他の外部データを用いた高度補正技術の実証
（目標：３種類の外部データと ASTER デー

④ユーザインタフェ
ース開発

・MODIS データおよび FORMOSAT2
との連携テストシステムを開発

タとの連携システムの開発）

（達成度：６６％）

・ＡＳＴＥＲ各種ポータルの整備

・ＤＥＭ・オルソ処理のポータ

（目標：WMS, WFS, WCS をサポート）

ル整備、ＷＭＳ・ＷＣＳを実装
（達成度６６％）

・オンデマンド処理

・プロジェクト内利用のための

（目標：１シーン１時間以内の処理および

データ配布システム構築（１シ

結果の提供）

ーン１時間強で提供可能、達成
度９０％）

・大規模可視化装置の開発
（目標：ASTER１シーンを等倍率表示）

・２つのマルチディスプレイシ
ステムを開発（8000 x 3600 画素
の表示システム開発、達成度９
０％）

（３）堆積岩区分システムの開発および関連研究
項目

目標・指標

達成度

①システムプロトタイ

４種対応（ASTER Level3A データ，地図デー

・達成

プ開発＿基本取り扱い

タ（スキャンした地質図等）
，定点データ（写

・他に、Level1B データに対応

データ

真・分光特性グラフ等）
，BSQ データ（ランド
サットデータ等一般の画像データ）
）に対応

②システムプロトタイ

リレーショナルデータベースによるデータ管

プ開発＿データ管理シ

理。性能を犠牲にすることなく下記シーン数

ステム

のデータ登録・管理を目標とする。
・ASTER データについては、５つの研究地

達成度（１２５％）
・達成
達成度（１００％）

・

達成。現在、ASTER データ

域（総計２度四方の領域が８つ相当）にお

２０９９シーン登録管理済

いて取得された雲のない２０００シーン

みで、かつ、パフォーマン

の登録管理（１領域あたり２５０シーン×

スを維持している。

８領域＝２０００シーン）
・PALSAR データについては、５００シー

達成度（１０５％）
・

PALSAR データは２０シーン

ンの登録管理（各研究地域１００シーン×

登録管理済み。必要地域の

５研究地域＝５００シーン）

データ観測要求は随時提出
している。

③システムプロトタイ

８種開発（データ登録システム，石英指標・

プ開発＿プロセッシン

炭酸塩鉱物指標・苦鉄質指標計算，データ検

グアルゴリズム

索・優先順位決定（NCEP 水蒸気量などを基準

・達成
達成度（１００％）

に）
，UTM 投影による各種モザイク画像の表
示，指標の閾値処理による堆積岩抽出表示，
DEM モザイクの表示，表示ストレッチング機
能，BIL・GeoTIFF 画像出力）開発
・

１解析プロジェクト（基本は２度四方の

・達成。３００シーンまでの対

領域）あたり、ASTER データ２５０シー

応を確認済み

ンが登録でき、瞬時に表示・非表示・優

達成度（１２０％以上）

先順位変更が行えること。
・

ASTER データ５０シーンが表示状態にお

・達成。８０シーン程度まで可

いて、モザイク画像 BIL・GeoTIFF 出力が

能
達成度（１６０％）

行えること。
④システムプロトタイ

４種開発（データ登録機能拡張，偏波データ

現在試験的データ登録・表示の

プ開発＿PALSAR 対応拡

等計算・バンド間演算機能，モザイク画像表

み達成。

張アルゴリズム

示，表示ストレッチング機能，BIL・GeoTIFF

達成度（２０％）

画像出力）
⑤現地調査を伴うシス
テム評価・関連研究

５研究地域で実施

・予定通り１地域調査完了
達成度（２０％）

⑥システム運用試験

・当システムによる解析結果８領域（２度四
方）を WebGIS に登録、公開
・当システムによる解析結果をベースに８区
画（１度 x４０分）の堆積岩区分マップを試
作

（４）資源フュージョン解析技術
項目

目標・指標

達成度

①要素アルゴリズム

・要素技術調査

・達成度（１００％）

開発

（3 要素以上）

自動ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ、分類、変化抽
出の３要素を抽出済み。

・自動レジストレーション手法

・達成度（１００％）

（光学ｾﾝｻ間、光学ｾﾝｻと SAR 間、地質図と光学

指標の 3 種を開発済み。

ｾﾝｻ間を含む 3 種以上）
・画像分類手法

・達成度（１００％）

（2 手法以上）

SVM 手法と AVM+GLCM 混合手法の
開発

・変化抽出手法

・達成度（１００％）

（2 手法以上）

強度差と SVM 分類ﾍﾞｰｽ週報開発

・GIS データとの融合解析手法

・中止

（2 地域以上）
②資源フュージョン

・システム検討

・達成度（１００％）システム

解析支援システム（プ
ロトタイプ）

概要をまとめた。
・解析支援システム開発

・中止

（最小指標要素数以上）
・検証評価・まとめ

・中止

（2 地域以上）

（５）PALSAR 高度利用技術
項目

目標・指標

達成度

①地殻変動解析技術

・基本性能の確認

・山岳地帯では 1km で干渉、平

の開発

(ベースライン長 1km 以上での干渉を確認する)

野部では 3km で干渉。
達成度(100%)

・干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動量解析技

・開発に着手

術の開発

達成度(10%)

(地殻変動量の推定誤差を 1cm 以下とする)
② 地 質 情 報 抽 出 ア ル ・林床下の土壌水分を精度良く推定するアルゴ
ゴリズムの開発

リズムの構築

・実験開始
達成度（10%）

(土壌水分の推定誤差を 10%以下とする)

２．東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
（１）東アジア地域データベース利用技術
項目

目標・指標

評価時点での達成度

①陸域地質図

1,963 万 km

2

1,350 万 km2

(15%)

②海域地質図

1,504 万 km2

1,200 万 km2

(32%)

③自然災害図

5,600 万 km2

4,000 万 km2

(71%)

（注）
①陸域地質図情報の構築
陸域の地質図は面積の上では約 70%程度が完成している。周辺各国と調整して，より精度の高
い地質情報を作成中である。
②海洋地質図情報の構築
現在日本周辺地域の海域地質図が完成しており，面積の上では約 80％に達している．周辺各国
の海域との連続性や最新地質情報とのすりあわせを行った上で更新を行っている。
③自然災害図情報の構築
アジア地域における地質災害情報データベースを作成した。面積の上では約 70%が完成した。
地質図情報を利用した国際貢献の事例
世界地質図委員会アジア部会プロジェクト IGMA5000 への貢献
①地質区分（追加分）陸域凡例の修正提案

20 凡例を採択

②海洋区分（追加分）
：海洋凡例の基本案を提案

40 凡例を採択

③構造区分の標準凡例策定への貢献

世界標準凡例への適用

国際地質学連合地質情報管理応用委員会における地質情報の標準化への貢献
1） 評議委員会参加

4

（２）東アジア衛星 DEM
項目

目標・指標

①自動モザイクソフトウエアの

・自動モザイクソフトウエアを

設計・開発・試験

10 個の機能に分割し、それぞれ
の設計・開発・試験
(L1A データ作成、DEM・オルソ
画像作成、雲マスク作成、反射
率計算、放射率計算、同一日に
観測されたシーンのモザイク、
DEM モザイク、位置誤差と垂直
方向のオフセット計算、DEM 評

達成度
・開発済み

達成度(100%)

価、反射率・放射率のモザイク
の 各 ソ フ トウ エ ア を設 計 ・開
発・試験する)
②位置精度

・位置精度の向上

・ソフトウエアの作成は終了

(位置精度を 30m 以下とする)
③標高精度

・標高精度の向上

達成度(50%)
・ソフトウエアの作成は終了。

(標高精度を 10m 以下とする)
④東アジアの領域の DEM、反射

・衛星 DEM 、反射率マップおよ

率マップ、放射率マップの作成

び放射率マップの作成

達成度(50%)
・100 区画作成

達成度（3%）

(2873 区画以上の衛星 DEM、2873
区画以上の反射率マップおよび
2873 区画以上の放射率マップを
作成する)

３．石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
（１）ASTER 地上データシステム運用
項目

目標・指標

①観測計画立案・セ

良質なデータ取得：被雲率２０％以下の良好なデータ

ンサ運用

の効率的な取得
緊急観測要求への対応：要求から観測・処理まで３日

達成度
達成済み

達成済み

以内（1 日 10 シーン以内）
②標準データ処理

目標９０万シーン以上

137.6 万シーン
153%達成

③資源地域の雲な

目標２０万シーン以上

しデータの保存
④利用者への提供

29.0 万シーン
145%達成

目標５万シーン以上

14.7 万シーン
295%達成

⑤高次処理

目標２．５万シーン以上

4.2 万シーン
167%達成

⑥処理・提供時間

処理後、１日以内の提供を目標

実現済み

⑦データ精度

ラジオメトリック精度

実現済み

・VNIR

S/N 140 以上

・SWIR

S/N 54 以上

・TIR NEΔT 0.3K
幾何精度
・望遠鏡内

0.2 ピクセル以内

・望遠鏡間

0.3 ピクセル以内

・地上位置

50m 以内

（２）PALSAR 地上データシステム運用
目標・指標

項目
①センサ運用技術

運用主体である JAXA に対して、資源ユーザの要求に

達成度
実現済み

対応できる運用スケジュールを作成する
②標準処理技術

目標１８万シーン以上

６万ｼｰﾝ

（L1.5）
③高次処理（全偏波

34％
目標２万シーン以上

12.6 万ｼｰﾝ

データ処理、広域観

64％

測データ処理）
④配布技術

目標５万シーン以上

0.58 万ｼｰﾝ
12％

（３）利用技術開発
ASTER

評価時点での達成度
15 件、75％

資源アルゴリズム

資源探査に必要な５つの基本要素技術に対し、合計２０

開発

件以上の利用アルゴリズム開発

実利用研究

気候条件、トラップ構造の異なる地域において３０件以

ケーススタディ 22 地域、73％

上のケーススタディを実施。このうち有望地域情報２０

有望地域情報 17 地域、80％

件以上を提供。
関連応用技術

探査・開発・操業に伴うロジスティックスおよび環境監 7 件、70％
視関連技術の開発計１０件以上目標
PALSAR

資源アルゴリズム

資源探査に必要な３つの基本要素技術に対し、新規性の 5 件、71％

開発

あるアルゴリズム７件以上開発

実利用研究

植生地域 7 件。乾燥地域３件、海上油徴等の解析２件、 ケーススタディ 2 件、16％
合計１２地域以上のケーススタディを実施。このうち有 有望地域情報１地域、20％
望地情報５件以上提供。

関連応用技術

探査・開発・操業に伴うロジスティックスや油汚染状況 5 件、125％
把握等の環境監視技術開発、各２件以上、計４件以上目
標

技術に関する

極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発（プロジェ

事業名

クト）

上位施策名

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
現在、エネルギー消費の増加に伴う石油資源の枯渇が懸念されている。本事業は石油資源の確
保のために資源探査用衛星搭載用観測システムを開発し、米国 NASA との国際協力のもとで実施
するものである。
予算額等

（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２２年度

平成２０年度

平成２３年度

JAROS

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

58,500

58,500

58,500

23,832,305

22,596,271

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
今回の評価検討の対象期間である平成１８年度から平成１９年度は後期運用段階であるが、ミ
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。また、成果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。

評価方法
項番

運用・評価項目

評価指標

運用の評価結果

（注 1）
１．

システム/CSP/MPS

１．１

動作確認

５

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

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

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

Pointing 角度精度

１

正常値の確認

目標達成

２．６

Pointing 角設定時間

１

正常値の確認

目標達成

２．７

Pointing 角度安定度

１

正常値の確認

目標達成

２．８

温度制御特性

１

正常値の確認

目標達成

２．９

光学校正

３

仕様範囲内に校正

目標達成

２．１０

暗時校正

３

仕様範囲内に校正

目標達成

２．１１

電気的校正

３

仕様範囲内に校正

目標達成

２．１２

走査幅

２

仕様満足の確認

目標達成

２．１３

立体視角

２

仕様満足の確認

目標達成

３．

SWIR

３．１

MTF

２

仕様満足の確認

目標達成

３．２

ダイナミックレンジ

２

仕様満足の確認

目標達成

３．３

画素間感度偏差

２

仕様満足の確認

目標達成

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

目標達成

３．６

冷却性能

１

正常値の確認

目標達成（注２）

３．７

温度制御

１

正常値の確認

目標達成（注２）

３．８

オフセット

３

仕様範囲内に校正

目標達成（注２）

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

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

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

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. 寿命管理品目、特性管理品目の動作時間の管理
5. 正常動作の確認

（注２）平成１８年度末に SWIR の検出器温度が上昇したので、平成１９年度に対策を実施した。SWIR 画像の取
得は平成 18 年度から平成 19 年度においても可能であった。なお、SWIR 機器は冷却系以外正常動作してい
る。

(2) 目標及び計画の変更の有無
なし
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

63※
※学会での発表（講演等）を含む。
総合評価
全地球規模での衛星による数値標高モデル（DEM）の生成・整備等で国際貢献及び国際競争力の
向上に寄与している。また仕様に沿った良い観測データを得るのみならず、これまで約 10 年とい
う長期間にわたって機能しており、その堅牢さや機器劣化、誤作動等のデータが取得できたこと
は大きく評価できるものであり、妥当である。
一方で、最終的にユーザーが求めるものを考慮し、運用、データ処理も踏まえたシステム評価
を行うことが望まれる。また、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、極軌道衛星コンステレーション化への取組の検討、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ビジネスサービスの支援体制の検討等を進める必要がある。また短波長
赤外放射計（SWIR）が停止していることからも、後続衛星プログラムの加速は必要である。
今後の研究開発の方向性に関する提言
現時点で後期運用段階にあり、搭載推薬の残量から見て８年程度の運用が可能とされることか
ら、引き続きデータのトレンド評価を実施してもらいたい。なお、今後の衛星に搭載するマルチ
スペクトルセンサの研究開発については、その開発要素の困難等を見極めた上で国の関与の度合
いを検討する必要があり、ハイパースペクトルセンサの研究開発に注力することも検討するべき
である。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.83

0.41

２．研究開発等の目標の妥当性

2.67

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.83

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.20

0.45

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

2.20

0.45

６．総合評価

2.83

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.83
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.67

2.83

2.83
2.20
2.20

技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト）
石油・天然ガス・石炭の安定供給確保
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
世界の堆積盆地を対象に石油をた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良く行うためには衛星データの利用が最適であるため、そ
れに適合した高信頼・長寿命な衛星搭載等観測センサの開発を行うものである。
予算額等

（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５年度

平成２２年度

平成２０年度

平成２３年度

JAROS

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

58,500

58,500

58,500

6,635,452

6,333,016

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
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 衛星「だいち」に搭載され、平成 18 年 1 月 24 日に打ち上げられ、平成 18 年 5
月まで初期チェックアウト、18 年 10 月まで校正検証試験が実施され、それぞれ良好な結果がえ
られ、その後、定常運用に入って、すでに JAXA では 100 万シーンを越える観測データを取得し
ている(平成 20 年 12 月現在)。 また、各国の災害監視にも使用されており、
「だいち」は 120 回
を越える緊急観測に供されており(平成 20 年 12 月現在)、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 年 1 月 24 日時点において、世界で唯一の L バンドでフルポラリメトリ
ックの 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、近年京都議定書関連で
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、PALSAR データが国内外の関係
者から大きな期待が寄せられている。
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 において今回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 特性での浮上微少原油の検出

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。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、JERS‑1SAR 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。
衛星「だいち」の推薬もあと 4〜5 年分残っており、また太陽電池も必要な電力を十分供給し
続けているため、
PALSAR はその運用目標の 5 年を越えて運用されることが期待できる状況にある。

項番

運用・評価項目

評価方法（注） 評価指標

平成 18、19 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

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

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

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

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) 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

(2) 目標及び計画の変更の有無
なし

電源

＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

9※
※学会での発表（講演等）を含む。
総合評価
打ち上げから３年が経過したが順調に機能しており、開発目標の達成、機器の評価実施状況と
もに概ね妥当である。また、国際貢献及び国際競争力の向上にも寄与しており、妥当である。
一方で、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、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、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及びそのためのワンストッ
プサービスの支援体制の検討等を進める必要がある。また、データの利用状況等についても評価
を実施するとともに、軌道上の不具合についても後続プロジェクトへ伝える必要があると考えら
れる。
今後の研究開発の方向性に関する提言
今後２年間の定常運用及び後期運用段階におけるセンサデータのトレンド評価を引き続き実
施してもらいたい。L バンド合成開口レーダ（SAR）については、ALOS‑2 への円滑な技術継承を
引き続き行っていただきたい。SAR は光学センサに比べて民間のみでの開発は難しいため、国が
引き続いて開発を先導することが重要であり、今後はより高い地表分解能が期待でき、小型化可
能で他分野への展開も可能となる Ku バンド SAR の技術開発を国が先導することを提言する。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.67

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.50

0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.33

0.52

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.20

0.45

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

2.20

0.45

６．総合評価

2.33

0.52

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.67

2.50

2.33

2.20
2.20

2.33

技術に関する

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）

事業名
上位施策名

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
次世代地球観測衛星に搭載される高性能ハイパースペクトルセンサにより取得されるデータ
を、様々な分野において活用するための基盤技術を開発する。ここでいう次世代地球観測衛星と
は、我が国の宇宙産業の国際競争力の強化と宇宙の産業利用の促進に寄与し、地球観測データ利
用産業の振興・拡大に資するため、エネルギー資源の探査および環境保全等の継続的監視を目的
とするものである。
予算額等

（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２３年度

平成２０年度

平成２４年度

ERSDAC

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

40,523

253,221

302,715

596,459

596,459

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
本研究開発事業の全体としての研究目標達成度は、現在の中間評価時点まででは予定通りの進
ちょく状況であり、残りの４年間（〜２３年度）において、情報抽出技術研究開発（データ処理
技術研究開発、付加価値情報抽出技術研究開発）の目標は予定通り達成可能と判断される。

個別要素技術

目標・指標

成果

最終時点

中間時点

①BRDF 特性把握

水稲の BRDF 測定を

−

とその補正に関

行い、既存補正手法

中心に、
３時期、
水稲の BRDF

する技術研究

の妥当性確認とその

測定を実施

方式による効果を明

・BRDF 特性曲面を作成（16

らかにし、ハイパー

方位、天頂角 4 角度）

スペクトル衛星デー

・BRDF 補正により、661nm

タを補正し精度を良

と 842nm の波長における地

くする技術を確立

上計測および航空機データ

達成
度

1. デ ー タ 処 理
技術研究開発
・宮城県古川農業試験場を

達成

のそれぞれの場合のスペク
トルの差の分散面積率が求
められた。

２．付加価値情
報抽出技術研
究開発
①水稲の収量予

衛星ハイパースペク

地上型分光放射計による分

・宮城県古川農業試験場中

中間：

測、品質予測手法

トルデータを利用し

光反射係数計測、簡易計測

心に、３時期、地上計測、

100％

に関する技術研

た、国内外で実利用

および航空機による撮影に

空撮を実施

最終：

究

可能な、２つ以上の

よる水稲生育調査を実施す

・水稲収量、玄米タンパク

品種の収量推定およ

るとともに、マルチスペク

質含有率推定値と実測デ

び玄米タンパク質含

トルデータに比べての有効

ータの関係を PLS 回帰分

有率の推定が可能な

性確認のために、取得され

析および重回帰分析によ

モデルを確立する。

たデータから水稲収量およ

り比較検討。

び玄米タンパク質含有率を

9 月撮影の空撮データを

推定する手法の実現可能性

フィールドスペックによ

を調査する。

る輝度値勾配補正したも

（目標水準）

のが、決定係数が最も良

・テストサイト１箇所で、

く、収量推定、玄米タン

垂直分光反射率等を計測

パク質含有率推定それぞ

（地上計測および空撮を３

れ 0.85、0.96 であった。

25％

時期で取得）
・取得した計測データによ
る水稲収量、玄米タンパク
質含有率推定値と実測デー
タの関係を PLS 回帰分析お
よび重回帰分析による推定
モデルにて検討、定量的評
価

②牧草の生育モ

衛星ハイパースペク

地上計測データと航空機に

・元野幌農場・酪農学園大

中間：

ニタリング手法

トルデータを利用し

よる撮影データから牧草乾

隣接農場で、７月に航空機

100％

に関する技術の

た、国内で実利用可

重量と草高を推定するモデ

計測と地上計測を同期し

最終：

研究

能な、牧草の乾重量

ルを試作し、マルチスペク

て行い、現地計測手法を構

33％

および草高の推定が

トルデータに比べてのハイ

築。

可能なモデルを確立

パースペクトルデータの有

する。

効性を確認する。

標（NDVI と RVI）による単

（目標水準）

回帰、PLS 回帰の２種類で

・バンド選択による植生指

・テストサイト１箇所にて、

分析し乾重量と草高推定

垂直分光反射率、バイオマ

式を作成

ス、土壌水分等を計測（地

・単回帰では NDVI より RVI

上と空撮を１時期取得）し、

の決定係数が僅かに良く、

現地計測手法を構築

720nm 付近のレッドエッ

・取得した計測データによ

ジと近赤外の組み合わせ

る乾重量、草高推定の最適

で良好。PLS 回帰での決定

な統計的手法を検討し、当

係数は単回帰より良いが、

該推定手法の定量的把握

予測面では単回帰の方が

・マルチスペクトルデータ

良い。

による推定結果と比較し精

・マルチスペクトルに比べ、

度が高いことを確認

決定係数も、RMSE も良か

・牧草生育状況図を作成す

った。

る。

・牧草生育状況図では、同
じ圃場内での不均一性を
把握することも可能だっ
た。

③牧草の品質モ

衛星ハイパースペク

地上計測データと航空機に

・北海道根釧農業試験場を

中間：

ニタリング手法

トルデータを利用し

よる撮影データから、マメ

中心に地上２回、空撮１回

100％

に関する技術研

た、国内で実利用可

科率を推定するモデルを試

実施

最終：

究

能な、牧草のマメ科

作する。また、その際の大

・各種植生指標による単回

率の推定が可能なモ

気補正の影響を明確化す

帰より PLS 回帰分析のほ

デルを確立する。

る。

うが決定係数は 0.81 と高

（目標水準）

かった

33％

・テストサイト 1 箇所にて、 ・厳密な大気補正と簡易な
垂直分光反射率、バイオマ

大気補正を行ったが、簡易

ス、土壌水分等を計測（地

な補正で地上計測結果と

上２時期と空撮を１時期取

同等の結果が得られた。

得）

・マメ科率推定精度は

・取得した計測データから

16.6％で、マメ科率 15〜

PLS 回帰および各種植生指

30％未満の区分として対

標による単回帰によりマメ

応できた。

科率を推定し、定量的把握

④茶の摘採適期

衛星ハイパースペク

地上計測データから、マル

・静岡県農業技術研究所茶

中間：

推定手法に関す

トルデータを利用し

チスペクトルデータではで

業研究センターにて、５回

100％

る技術研究

た、国内で実利用可

きなかった新芽出開き度を

地上計測を実施

最終：

能な、摘採適期まで

推定するモデルを試作し、

・新芽出開き度推定モデル

33％

の日数の推定が可能

推定された新芽出開き度か

として、重回帰モデル３

なモデルを確立す

ら摘採適期までの日数を推

種、PLS 回帰、NDVI による

る。

定するモデルを試作する。

単回帰、物理モデル２種で

（目標水準）

推定結果を比較し、PLS 回

・テストサイト１箇所にて、

帰の決定係数 0.88 と最も

垂直分光反射率、出開き度

良かった。

等を計測（地上４時期取得） ・出開き度から摘採適期を
・取得した地上計測データ

予測した誤差日数は、PLS

による出開き度推定のモデ

回帰モデルが 2.6 日と最

ルを検討

も良かった。

・推定された出開き度から
摘採適期日を推定（推定誤
差を３日以内）

⑤沿岸水質モニ

衛星ハイパースペク

海上計測データと航空機に

・宮城県女川湾にて、海上

中間：

タリングに関す

トルデータを利用し

よる撮影データから、有色

計測と空撮を２時期実施

100％

る技術研究

た、有色溶存有機物

溶存有機物の分光吸収係数

・有色溶存有機物の分光吸

最終：

の分光吸収係数推定

推定式を検討し、沿岸環境

収係数算出を 500 と 600nm

式を確立する。

モニタリング手法の開発を

の波長から求める式を構

支援する。

築した。

50％

（目標水準）
・テストサイト１箇所にて、
垂直分光反射率、海水温度、
塩分濃度等を計測（海上と
空撮を１時期取得）
・有色溶存有機物の分光吸
収係数の推定式を構築

(2) 目標及び計画の変更の有無
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

9*
＊数値は H18 から H20 年度までの期間の学会での発表数
総合評価
本事業に取り組むことは国家のエネルギー戦略と地球環境監視の基盤技術開発という観点から
重要であり、また現在の国内の状況や公共的な利用という面から考えると、国が画像及びデータ

の解析等の基盤技術の開発を主導することは妥当である。ただし、実用としてどの程度役立つか
はエンドユーザーに依存するため、エンドユーザーを明確にし、エンドユーザーのニーズの把握
等に一層注力し、利用価値を向上する観点から技術開発を進める必要がある。また、その事業化
に当たっては、民間への技術移転を速やかに進めることはもとより、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、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の支援体制の検討、ハイパースペクトル、マルチスペクトル、合成開口レ
ーダ（SAR）データの融合化のためのデータ標準化の検討等も進める必要がある。さらに、高頻
度観測を視野に入れた計測手段等の課題もある。これらの取組を進め、次世代型地球観測衛星の
事業化及び国際競争力の向上を図ることが必要である。
今後の研究開発の方向性に関する提言
ハイパースペクトルセンサ及び高空間分解能センサ開発体制を確立してもらいたい、また、ハ
イパースペクトルの解析は我が国で独自に実施しなければならず、困難な面もあることから、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
応用されるべきものであり、また、今後応用が期待できる安全保障分野へ展開できるよう、配慮
する必要がある。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.50

0.55

２．研究開発等の目標の妥当性

2.33

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.75

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.50

0.84

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

2.17

0.41

６．総合評価

2.17

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

2.50

2.33

2.17

2.17
1.50

1.50
1.00
0.50
0.00

2.17

技術に関する
事業名

次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロ
ジェクト）
（プロジェクト）

上位施策名
担当課

ものづくり産業振興
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等の次世代衛星の構築に不可欠な基盤技術（産業競争力強化に直結する衛
星の軽量化、長寿命化に関する技術等）の開発を行う。具体的には以下の開発を行う。
①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
②次世代イオンエンジン技術開発
③測位用擬似時計技術開発
予算額等

（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

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

998,286

648,401

660,000

4,556,679

4,485,556

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
各事業とも計画と比較して概ね順調に進んでおり（最終目標に対する達成度は、「衛星構体の
高排熱型熱制御技術開発」
：地上試験において１００％、「次世代イオンエンジン技術開発」：８
０％、
「測位用擬似時計技術開発」：６５％）、研究開発終了時に最終目標を達成できると考えら
れる。
なお、個別要素技術の状況については、別紙２のとおり。
(2) 目標及び計画の変更の有無
準天頂衛星の打ち上げ予定が平成２１年度から２２年度に変更となったが、目標及び計画には
影響を与えていない。
＜共通指標＞
論文数
110※

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）
23

※うち 103 は学会での発表あり

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

総合評価
次世代衛星の最先端技術としての要素技術開発であって、パイロット的プロジェクトとしての
意義があり、国際貢献並びに国際競争力を育成する上で促進する必要があると考えられる。また、
測位衛星という非常に公共的の高い宇宙利用について、そのキーテクノロジーを国が担うことは
十分意義があり、成果も上がっていることから、妥当である。
一方、事業期間途中での実施体制の変更により、官民の役割の位置付けの今後の方向性が見え
にくくなっており、各要素技術開発についても、国のプロジェクトとして行うことの意義をさら
に明確にしていくことが不可欠である。また、最終段階での利活用（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）についての検討
と費用対効果の検証を行うのと同時に、今回開発した技術が準天頂衛星のみならず、我が国の宇
宙開発で幅広く有効に活用されるよう今後取り組んでいく必要がある。なお、本技術開発は次世
代衛星の製造に利用する基盤技術の開発を目的としたものであり、準天頂衛星は研究開発成果の
実証試験の場である。しかし「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、
技術的な目標は概ね達成しているものの、準天頂衛星の仕様の見直しにより、準天頂衛星におけ
る実証の内容が当初想定したものと異なっていること、あるいは準天頂衛星では実証しないこと
となったことに留意すべきである。イオンエンジン開発については、今後は実用化のターゲット
の拡大及び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を行うべきである。
今後の研究開発の方向性に関する提言
宇宙基本法・計画を踏まえ、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との役割分担に留意
する必要がある。また、今後はインテグレーション試験及び軌道上のデータの結果を評価の上、
設計の妥当性を評価することになるが、この評価結果を後継機の設計に活かさなければならな
い。擬似時計は結果がよければ国外において普及する可能性があるし、イオンエンジンは準天頂
衛星以外の用途への適用の可否について検討を続ける必要がある。なお現在の本事業が実施して
いる研究開発の対象はあくまで衛星基盤の一部に限られている。他にも研究開発を行うべき要素
は多く、本事業の一層の充実を希望する。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.67

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.63

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.00

0.63

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.50

0.55

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

1.83

0.75

６．総合評価

1.83

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.00
1.67

2.00
1.50

1.83

1.83

（別紙２）「次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロ
ジェクト）」個別要素技術の目標・指標及び成果・達成度
（目標は平成２０年度末（第１回宇宙産業プログラム評価検討会時）のもの）
①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
目標項目

成果

(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。
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 (2)第 1 期の成果に基づき、3 次元ヒートパイプネッ
の排熱能力目標 5kW 以
トワーク認定および検証モデルの試験結果を反映
上の実現性を地上試
した次世代高排熱型衛星構体各部の熱解析モデル
験で実証する。
を構築した。
≪主目的≫

(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
太陽光が照射される
に基づき、検証モデルを製作し両者の組合せによ
パ ネ ル 温 度 は 50 〜
る適合性を確認した。
60℃、太陽光の入射が
無 い パ ネ ル は 、 35 〜
(6)認定および検証モデルによる地上試験結果に基
45 ℃ の 範 囲 に 保 持 さ
づき、地上検証試験技術の要求仕様の制定と検証
れること。及びヒート
計画とその詳細手順を制定した。
パイプについては単
位質量当りの熱輸送
(7)3 次元ヒートパイプネットワークの熱解析モデル
能力が 0.38Ｗm２/g 以
化および設計手法の体系化を実施した。
上であること。
≪制約条件≫

(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。

達成度
達成

②次世代イオンエンジン技術開発
目標値
・推力

成

果

スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用したイ

達成度
達成

投入電力 5kW 以下で 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
推力 250mN 以上の実 が 4.63kW で、251.8mN の推力を実測し、目標を達成して
現性を実証する。
・比推力

いることを実証した。
スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用したイ

達成

投入電力 5kW 以下で 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
比推力 1500sec 以上 が 4.63kW での測定推力と供給推進剤量から 1,697 秒の比
の実現性を実証す 推力を確認し、目標を達成していることを実証した。
る。
・寿命 3,000 時間以

磁気シールド追加効果確認試験結果及びセラミック材

上の実現性の見込 の部品評価試験結果などを反映することにより、寿命
みを得る。

3,000 時間以上の実現性を実証できる見込みを得ている。
今後平成 21 年度まで継続実施する寿命試験において
3,000 時間以上の実現性を実証していく。

達成

③測位用擬似時計技術開発
目標値
擬似時計システム

成果

達成度

(1)実際の準天頂衛星で送信される L1, L2, L5 帯の測位

達成

構成機器を使った

信号を使った擬似時計アルゴリズムを開発し、2 ns 以

地上評価試験及び

下で同期できる見通しが計算機シミュレーションで

静止衛星を用いた

得られた。

アルゴリズム実証

(2)地上局で用いる装置を開発し、その装置を用い、フィ

試験により、擬似時

ードフォワード制御・フィードバック制御を含む

計時刻に関して準

End‑to‑end シミュレーションを行い，１）誤差がない

天頂衛星システム

場合，２）数ｍ以上の軌道に誤差がある場合，につい

時刻への同期精度

て検討し，いずれの場合も 10ns 以内の同期精度が得

10ns 以上実現性の

られている（準天頂衛星の軌道を模擬したものでな

見込みを得ている

く、Ｌ１帯のみを使用したもの）。

ことを確認する。

(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。

100,000 秒以上にお

(1)フィードフォワード実験で、24 時間の実験を行い、最

ける長期安定性１

大誤差 2 ns で同期させている。アラン標準偏差では

×10‑13 以上の確保

15000 秒で 1.4×10‑14 となるが、24 時間（86400 秒）

及び擬似時計シス

で最大誤差 2 ns なので、86400 秒で 2.3×10‑14 程度と

テム構成の実現性

推定される。

の見込みを得てい
ることを確認する。

達成

技術に関する
事業名

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）

上位施策名
担当課

省エネルギーの推進
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
炭素繊維強化プラスチック等の先進複合材料を複雑大型構造物や異種材料との結合面を有す
る構造物等に活用するための基盤技術を開発し、熱特性及び製造プロセスを含めた複合材料製造
設計技術を確立する。本技術開発により、衛星への複雑大型構造体や異種材料間の接合面を有す
る構造体への先進複合材料の利用範囲が拡大し、次世代衛星の高度化、軽量化を図ることが可能
となる。またこの事業の成果は、需要増加の割合が高い他の運輸部門の輸送機器の軽量化・効率
化にも繋がることから、これら輸送系のエネルギー使用効率の向上にも資する。
予算額等

（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２１年度

平成２０年度

平成２２年度

USEF、JAROS

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

585,200

617,000

600,000

3,618,991

3,545,850

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
計画と比較して順調に進んでおり（最終目標に対する達成度は９０％）、研究開発終了時に最
終目標を達成できると考えられる。
なお、個別要素技術の状況については、別紙３のとおり。
(2) 目標及び計画の変更の有無
準天頂衛星の打ち上げ予定が平成２１年度から２２年度に変更となったが、目標及び計画には
影響を与えていない。
＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

18※

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

1

※うち 18 は学会での発表あり
総合評価
本技術開発は次世代衛星の製造に利用する基盤技術の開発を目的としたものである。その開発

目標は明確に定められ、目的の達成度は十分であると評価できる。
他方、１０％の軽量化といった目標そのものについては、航空機・自動車等の他分野ですでに
達成している技術レベル等と比較して優位であるか否かが不明確であるため、他分野への波及効
果について検証することがための情報が不足しており、今後の評価において改善することが必要
である。また現在の「衛星の小型化」という流れも踏まえた波及効果の見通しを立てる必要があ
る。あわせて、次世代衛星開発を行うことで国民生活にどのように寄与するのかもより具体的に
すべきである。各省庁の連携における役割・負担などの明確化と開示も必要である。
今後の研究開発の方向性に関する提言
宇宙基本法・計画を踏まえ、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との役割分担に留意
する必要がある。大規模技術（メーカーなど）と小規模技術（中小企業など）のコラボレーショ
ン研究開発資源の共有化への取組による国内宇宙産業の創生と振興に取り組む必要がある。な
お、本事業は精度の高い加工、試験法を確立していて、今後の構造材設計の方向を示したものと
言える。小型構造体への応用は即可能なことが示されているが、今後は大型構造体設計にも応用
可能な設計、製造、試験手法へ進展させる必要がある。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.83

0.75

２．研究開発等の目標の妥当性

1.67

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.75

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

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

2.00

0.89

６．総合評価

2.00

0.63

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.17

2.00
1.83
1.50
1.00
0.50
0.00

1.67
1.67

2.00

2.00

（別紙３）「次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロ
ジェクト）」 個別要素技術の目標・指標及び成果・達成度
（目標は平成２０年度末（第１回宇宙産業プログラム評価検討会時のもの）
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 解析ツールを開発し、解析を実施した。
造条件（材料の種類、温度条件 従来方式の設計ツールでは評価すること
等）による熱特性、成形歪の解 のできなかった金型影響、硬化収縮影響、

達成

析シミュレーションツールを開 製造法影響を評価することが可能となっ
発すること。

た。

(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 精密な複雑形状を有する CFRP シリンダ
一体成形 CFRP シリンダ（約 3m (直径 1.3m×高さ 3.8m)の設計・製造技術
長×1m 径）技術を開発する。

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

達成

上げ環境を考慮した静荷重試験と音響試
験）を実施して、開発した技術が妥当で
あることを確認した。
(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
異なる材料による接合部分を有 衛星への実機搭載を想定した仕様設定を
するパネル構造体(約２m 立方) 行ったパネル構造体(2.3m×2.4m)におい
において、使用温度範囲‑30℃〜 て線熱膨張率 4.95ppm/℃を達成した。
+70℃において熱歪みによる破 ‑40℃〜+80℃の熱サイクル試験において

達成

壊を生じないこと及びパネルの も熱歪みによる破壊は生じていないこと
少なくとも一方向の線熱膨張率 を確認した。
が 5ppm／℃以下であること。
(4)衛星構体の軽量化
衛星構体について打上げ環境・ 上記(2)項に示すように、開発したシリン
軌道上環境に適合し且つ衛星構 ダが打上げ環境・軌道上環境に適合する
体重量削減目標 10%以上の実現 ことを試験により確認した。また、上記
性を地上検証により実証する。

(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

技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）
エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用
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
太陽光発電について、山間部など地形等の影響により充分な日照時間が確保できない地域や、
大規模な太陽光発電施設の設置が困難な離島等、太陽エネルギー利用の恩恵を十分に受けにくい
と考えられる環境下においても対応可能と目される無線送受電によるエネルギー供給方式の有
用性について検討するとともに、無線送受電システム構築に向けた基盤インフラ・環境調査等、
システム構築に向けた技術課題の抽出と対応策の検討を行うことを目的としている。また、無線
送受電による安全・環境面等への影響を総合的に検討する。
さらに、太陽光エネルギー利用の最も有効な利用手段と考えられている宇宙太陽光発電システ
ムについても、将来の技術検討の方向性を効率的に抽出するために技術面・環境面等の課題につ
いて検討を行う。
予算額等

（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１６年度

平成１９年度

−

平成２０年度

USEF

H17FY 予算額

H18FY 予算額

H19FY 予算額

総予算額

総執行額

70,000

70,000

67,000

287,000

283,889

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
全体目標としていた「無線による電力伝送技術等を適用した太陽光発電利用システムの実現に
係る課題の抽出」
、
「無線送受電技術を基盤とする宇宙太陽光発電の実現可能性に向けた無線送受
電システムのシステム検討、高効率化技術、ビーム制御（ポインティング精度）技術の検討」、
「宇
宙太陽光発電がもたらす電磁環境が、電波防護指針等が定める基準（生態系や地球環境等への影
響がないこと）を満足し得るかを定量的に評価する手法の確立」は達成した。具体的には下記の
とおり。
要素技術

目標・指標

成果

達成度

(1)無線送受電シ

設定した仕様に適合する地上無線送

・地上無線送受電システムおよび宇宙

達成

ステム検討

受電システムおよび宇宙太陽光発電

太陽光発電システムについて概念検

システムの概念検討を行い、実現に向

討を行い技術課題を明らかにすると

けた技術開発計画を明らかにする。

ともに、実現に向けた技術開発計画案
を明らかにした。

(2)無線送受電高

システムで要求される送受電効率を

・増幅/整流技術についての効率改善

効率化技術

満足し得る増幅/整流技術について調

目標を明らかにした。

達成

査し、実現に向けた効率改善目標を明

・半導体増幅器(送電部)については、

らかにする。

当面の実証フェーズは既存技術(GaAs
素子)の改善で対応し、並行して新技
術(GaN 素子、F 級増幅)の開発を進め
る。
・整流素子（受電部）については、ア
レー化した際の故障や効率低下の改
善対策を行うとともに、新技術(GaN 素
子など)の開発を進める。

(3)無線送受電ビ

無線電力伝送で要求されるビーム制

・要求されるビーム制御精度（メイン

ーム制御技術

御精度を満足し得るビーム制御技術

ビーム幅の 1/10 程度以下）を満足し

を調査し、実現に向けた制御方式を明

得る制御方式として、今後の発展性、

らかにする。

柔軟性の観点からソフトウェア・レト

達成

ロディレクティブ方式を選定した。ま
た高精度ビーム制御にはクローズド
ループによるビーム方向推定もあわ
せて適用していく必要がある。
(4)安全・環境適

無線送受電システムがもたらす電磁

合性評価技術

環境が、法制上の基準（電波防護指針、 ・送電システム（地上・宇宙）が形成

以下の定量的評価手法を確立した。

電磁干渉回避のための周波数割当て）

する電界強度分布を計算する手法と

を満足し得るかを定量的に評価する

して開口アンテナ近似法を選定し、電

手法を確立する。

波防護指針に適合する範囲を評価し、

達成

受電設備の必要エリア検討に供した。
・マイクロ波の植物への影響を評価す
るための屋内実験手法を開発し、供試
植物（カイワレダイコン）について影
響度を評価した結果、受電エリア周辺
部程度の電力密度では有意な影響は
観察されなかった。
(5)経済性評価技

無線送受電システムを構築・運用する

・概念設計を行った宇宙太陽光発電シ

術

のに必要なコストを定量的に評価す

ステムについて、発電コスト（建設・

る手法を確立する。

運用費を含む）の定量的評価手法(表
計算ソフトベース)を確立した。
・JAXA とも協議のうえ、有識者意見も
交えた単価設定を行い、客観性を高め
ている。
・感度解析では、打上げコストと太陽
電池コストが重要である。
・発電コストを 10 円/kWh 以下にする
には、太陽電池コストは現状の 1/3 程
度、低軌道までの打上げコストは現状
の 1/100 程度を目標に据える必要があ
る。

(2) 目標及び計画の変更の有無
なし

達成

＜共通指標＞
論文数

論文の
被引用度数

特許等件数
（出願を含む）

特許権の
実施件数

ライセンス
供与数

取得ライセ
ンス料

国際標準へ
の寄与

10
総合評価
将来的な新エネルギーシステムの創生は国際貢献上極めて重要であり、国家プロジェクトとし
て取り組むべき最重要課題である。また、研究開発目標やそのための実証方法については現実的
であり、妥当である。無線送受電技術は他分野（電気自動車等）への波及効果も高いため、地道
かつ柔軟に技術開発を進めることが望まれる。
一方、軌道上実証等での初期投資が非常に大きなプロジェクトであるため、政府の積極的な施
策の推進が必要となるが、それを行うための十分説得力のある理由付けが必要である。また、軌
道上への輸送方法及びその実現のためのシナリオや環境への影響、安全性の確認について十分に
検討を行うべきである。さらに今後の実施体制等については、テーマの大きさを踏まえ検討を行
う必要がある。現在開発を行っている無線送受電技術が最終目標である宇宙太陽光発電システム
の実現にどのようにつながるか、また個別要素技術では、テザーを用いたマルチバス方式とシン
グルバス方式の比較検討の経緯と結果について明示すべきである。
今後の研究開発の方向性に関する提言
宇宙基本計画では宇宙太陽光発電システムは重要プロジェクトとして位置付けられている。実
用までに長期間を要する息の長いプロジェクトではあるが、地球環境問題の深刻化やエネルギー
資源の枯渇が差し迫った課題となった現在の状況では、宇宙太陽光発電システムに対する現状の
予算配分はあまりに小額である。宇宙太陽光発電システムは単なる宇宙技術の問題として独立行
政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）や経済産業省の宇宙産業室だけが取り扱う課題ではなく、
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べきである。また、「1GW 級等の発
電によって化石エネルギーの代替を目指す」という本来の主目的を前面に出して事業を進めても
らいたい。さらに、生態系・社会・生活への、不確定要素も含んだ環境評価と対策を最優先にし
た研究開発が望まれる。経済産業省においては、今後は平成２０年度から開始された「太陽光発
電無線送受電技術の研究開発」の事業計画に沿って進める必要があるが、宇宙太陽光発電システ
ムの実現に大きな課題となるのは、宇宙空間において効率的にエネルギーを集める技術、宇宙か
ら地上に効率的かつ安全にエネルギーを伝送する技術、宇宙空間に物資を経済的に運び大規模な
構造物を建築する技術等の開発であり、これらの技術課題を見極めるための研究開発を実施すべ
きである。宇宙での実証試験については、小型衛星バスを用いて行えば短期間での実証が可能で
あると考えられるので、その活用が望まれる。なお、最終の姿は「静止衛星」と決めず、他のシ
ステムに対応した技術開発も考えたらどうか。

評点結果

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.17

0.41

３．成果、目標の達成度の妥当性

1.83

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.82

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

1.83

0.41

６．総合評価

2.17

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.33
2.00

2.17

2.17
1.83

1.50
1.00
0.50
0.00

1.67

1.83

第１章

評価の実施方法

1

本技術に関する施策評価は、「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」に基づき、以下の
とおり行われた。

１−１

評価目的

評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
(5)研究開発機関の自己改革の促進等
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
技術に関する施策評価とは、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プロジェクト等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、個々の事業にかかる評価結果を踏まえて行う評価である。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、プ
ロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付けの
妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業化、波及効
果についての妥当性、研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性の
評価項目について、評価を実施するものである。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、効率性
の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
１−２

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。
2

これに基づき、評価検討会を設置し、施策、プロジェクト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７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。
１−３

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
①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２２年度）
②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（プロジェクト）
（実施期間：昭和６２年度から平成２２年度）
③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：平成５年度から平成２２年度）
④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１９年度から平成２３年度）
⑤次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェクト）
（プロジェクト）（実施期間：平成１５年度から平成２２年度）
⑥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２１年度）
⑦太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）
（実施期間：平成１６年度から平成１９年度）
を評価対象として、研究開発実施者（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、財団法人資源･環境観測解析センター、財
団法人無人宇宙実験システム研究開発機構及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構）から
提出された施策、プロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
１−４

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
3

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
（【参考１】参照））、「プロジェクト評価における標準的評価項目・評価基準」（【参考２】
参照）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)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。

【参考１】技術に関する施策評価における評価項目

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性

【評価項目・評価基準】
(1) 国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策か。
・施策の目的が波及効果、時期、主体等を含め具体化されているか。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
・施策の政策的意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）

２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

【評価項目・評価基準】
(1) 現時点において得られた成果は妥当か。
(2) 技術に関する施策の目的を実現するために技術に関する事業（プロジェクト等）が適
切に配置されているか。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）は、技術に関する施策の目的を実現す
るために必要か。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）に過不足はないか。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）の予算配分は妥当か。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）のスケジュールは妥当か。

３．総合評価
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【参考２】プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において平成１９年
６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準につい
て」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評価基準とした。

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）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。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。

（２）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定している
か。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定さ
れているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの作製
等があったか。

（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成すべき
水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
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（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決方策
の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対応の
妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備
されているか、いたか。
・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／競争が十分に行われる
体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施している
か、いたか。

（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。

（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。

（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応の妥
当性）。
6

・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価

7

8

第２章

技術に関する施策の概要

9

２−１

施策の目的・政策的位置付け

（１）国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策か。
経済産業省における宇宙産業プログラムの目的・政策的位置付けは「重要基盤技術の
研究開発を実施することで宇宙産業の国際競争力の強化を図る」というものである。平
成２０年８月に施行された宇宙基本法（平成２０年法律第４３号）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、経済産業省のプログラムの目的・政策的位置付けはこの内容と一致する
ものである。
○国民や社会のニーズとの兼ね合い
衛星等の宇宙機器を用いて実現が可能なニーズとしては、例として以下のようなも
のが挙げられる。
・資源・エネルギーの安定供給（資源探査）
・地球温暖化対策（地球上の温室効果ガスの分布の把握）
・食料の安定供給（衛星画像による作柄の把握）
・災害対策
・正確な位置情報の提供
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している。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。
○官民の役割分担（国の関与の必要性）
宇宙に関する施策に対する国の関与の度合いについては、以下のような方針が示さ
れている。
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、及び実施する責任を有する。
同法第１６条（民間事業者による宇宙開発利用の促進）
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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。
技術戦略マップ２００８（平成２０年４月

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。
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、上記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。経
済産業省においては、将来の民間の国際市場への展開（商用段階）を視野に入れつつ、
必要な取組を行っている。（例：宇宙環境信頼性実証システム開発（ＳＥＲＶＩＳプロ
ジェクト））
○施策の政策的意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）
宇宙産業プログラムは、いわゆる「ものづくり」分野の施策のひとつとして位置付
けられている。宇宙において使用する機器、部品等は非常に高い信頼性が求められる
ため、実際に宇宙において問題なく機能した機器、部品等や、それらの製造技術が他
のものづくり産業に与える波及効果は非常に大きいと考えられる。経済産業省におい
てはそのような技術開発に加え、優れた民生部品を衛星に搭載し打ち上げることによ
ってその部品の信頼性を実証する事業も実施しており、ものづくり政策における意義
は大きい。
２−２

施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

（１）現時点において得られた成果
これまで経済産業省において実施された主な成果は、以下のようなものが挙げられる。
○ＵＳＥＲＳプロジェクト（平成７〜１７年度実施）
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我が国初の実用レベルの自律帰還を実施し、それに必要な技術（軌道制御運用技術、
大気圏再突入帰還技術、探索回収技術）を獲得。またあわせて民生部品の宇宙実証を
実施し、用いられた機器等のうち以下のものについては、その後の衛星プロジェクト
においても採用された。
・衛星バス（５００〜１，０００kg クラス衛星の標準バスとして、ＳＥＲＶＩＳ−１
号機及び２号機）
・先端的スターセンサシステム（統合型衛星制御装置としてＳＥＲＶＩＳ−１号機で
宇宙実証された後、ＳＥＲＶＩＳ−２号機においてバス機器として正式に採用）
・宇宙用２周波ＧＰＳ受信機（陸域観測技術衛星「ＡＬＯＳ」）
○ＳＥＲＶＩＳプロジェクト（平成１１〜２２年度）
・リチウムイオンバッテリ
海外商用衛星約７０機分を受注（平成２０年１２月現在）。また電池セルは（独）宇
宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙用部品として認定された。
○ＡＳＴＥＲ・ＰＡＬＳＡＲの開発・運用、石油資源遠隔探知技術の研究開発
・油ガス田等の発見や、鉱区取得に結びついた（およそ４０地点）
。
・スマトラ沖地震等で被災した地域を撮影し、その後の状況把握に一役。
・得られたデータを活用し、全球 3 次元地形データの整備を実施。今年６月にはＧＥ
ＯＳＳ（全球地球観測システム）にデータを提供予定。
このように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）技術に関する施策の目的を実施するための、技術に関する事業（プロジェクト等）
の配置
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
星に搭載し資源探査や災害対応等に用いられるリモートセンシング技術の開発、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、初号機の開発や機器・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。
（例）
○小型化等による先進的宇宙システムの研究開発
12

各国にて研究開発が進められている小型衛星について、光学分解能０．５m 未満、重
量４００kg 程度という高い性能を持ちながら短納期・低コストでの製造を実現する、国
際競争力の非常に高い技術の開発を実施する。
○ＳＥＲＶＩＳプロジェクト
宇宙環境信頼性実証システム開発民生部品を搭載した衛星を宇宙空間で実証すること
により、我が国の優れた民生部品・民生技術の衛星転用を図り、衛星の低コスト化及び
民生部品・民生技術の信頼性向上を実現し、国際競争力の強化を行う。

13

宇宙産業の国際競争力の強化
○宇宙産業は、国家の宇宙開発を支える基盤。宇宙利用の拡大に伴い、宇宙産業のすそ野はますます広がる。
○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重点的に進め、宇宙システ
ム全体の高性能化、軽量化・小型化、低コスト化、短納期化を図る。さらに、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、国際競争力の獲得に必要な宇宙実証の機会を確保する。
○技術の相互補完性や将来の市場開拓の観点から、戦略的に国際展開を図る。
重要基盤技術の研究開発
●人工衛星の軽量化・低コスト化
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

軽量化されたミラーの採用

●精密な遠隔探知技術の確保
○次世代地球観測センサ等の研究開発
○センサ等衛星搭載機器開発（ASTER/PALSARプロジェクト）
○石油資源遠隔探知技術の研究開発
ハイパーデータ
による鉱物特定

球面鏡

球面鏡

像面

モンモリロナイト
クロ雲母
イライト
苦灰岩

球面鏡

方解石

球面回折格子
スリット

世界最高精度（約１８５バンド、従来の１０倍以上）
のハイパースペクトルセンサ

センサを用いた
資源探査の事例

○SERVISプロジェクト

●SERVIS衛星２号機
【平成21年度打上げ目標】

●準天頂衛星初号機
●ＧＸロケット初号機
【平成22年度打上げ目標】 【平成23年度打上げ予定】
（JAXA・民間の
共同プロジェクト）
●だいち
（JAXA共同プロジェクト）
●Ｔｅｒｒａ
【平成17年度打上げ済み】
（米国航空宇宙局共同

○準天頂衛星プロジェクト

電源の軽量化

・シリーズ化・共通化
・標準化
・信頼性の向上

政府による
複数機の
宇宙実証・調達

衛星構体の軽量化

●その他
○太陽光発電無線送受電技術の研究開発

複合フェイズドアレー送電システム
○次世代輸送系システム設計基盤技術開発（ＧＸロケットプロジェクト）

●民間による国際市場への展開
○技術の強み・弱みの相互補完
（米国、欧州等）
○将来の海外市場の開拓
（アジア、中東等）

プロジェクト）
【平成11年度打上げ済み】

政府による
初号機開発
（研究開発）
姿勢制御技術の低価格化

○政府内の衛星等のシリーズ化・
共通化
○政府によるサービス購入

国家宇宙開発と宇宙産業の国際競争力の好循環

●優れた民生技術の活用

実用宇宙システム
●政府による衛星・ロケット等
の調達

●先進的宇宙システム
【平成23年度打上げ目標】

○先進的宇宙システムプロジェクト

先進的な衛星システム

宇宙実証機会の確保

・将来の市場ニーズ
・民間の創意工夫

民間による
国際市場への
展開
（商用段階）

・民間ビジネスモデルの導入
（衛星、ロケット、地上局から
通信・ 画像等のサービス
まで）

○「宇宙基本法」（平成20年８月施行）
第四条（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、研究開発の成果の円滑な企業
化等による我が国の宇宙産業その他の産業の
技術力及び国際競争の強化をもたらし、もって
我が国産業の振興に資するよう行わなければな
らない。
○経済財政改革の基本方針2008
第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国
民生活の構築
3．良好な治安と災害に強い社会の実現等：
宇宙基本法及び地理空間情報活用推進基本
法を踏まえ、我が国の総合的な安全保障も視野
に入れ、宇宙の開発利用、産業化を総合的かつ
計画的に実施するとともに、衛星による即位・監
視技術等の活用による災害・安全保障情報の迅
速な提供及び共有、先端的な研究開発等を推
進する。

第３章

技術に関する事業の概要
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1-3

３−Ａ−１ 事業の目的・政策的位置付け
本「石油資源遠隔探知技術研究開発」事業は、広域かつ遠隔地を対象とする資源探査の効率化
に寄与し、我が国がエネルギー安定供給の確保に資するため、石油等の資源開発及び関連する環
境管理等の分野において、人工衛星から取得される画像データの利用技術開発を目的とする。
１−１ 事業に対する国の関与
１−１−１

国の関与の必要性と意義

石油・天然ガス資源の安定供給確保は、我が国エネルギー政策上の最重要課題のひとつであり、
我が国の経済発展ならびに国民生活の質の向上には不可欠のものである。
昨今の石油エネルギーの国際情勢においては、世界的な需要増加とともに中国・インド等の新
興国の積極的な資源獲得戦略、資源産出国の国家管理強化など、国際エネルギー市場は大きな構
造変化を起こしている。このような情勢の下、経済産業省は２００６年５月に我が国として、供
給地域の中東依存からの多角化を図り、世界中を対象にした新たな石油資源の探査・開発を積極
的に進め、自主開発原油の比率を現在の１６％強から２０３０年までに４０％程度まで高めるこ
とを目標とする新・国家エネルギー戦略を策定した。
衛星画像データによる石油資源遠隔探知技術は石油資源探査の効率化、権益確保のための事前
情報取得などに大きく貢献するもので、この「新・国家エネルギー戦略」を達成する上で極めて
重要な技術である。さらに、総合科学技術会議における「地球観測の推進戦略」や「地理空間情
報活用推進基本法」に貢献すべく、これらに適合した衛星画像処理システムの技術開発やデータ
利用技術開発を進める必要がある。
本事業における衛星画像利用技術の高度化研究は、国家的事業として進める地理空間情報整備
における基盤技術としての衛星画像データの標準化・高精度化に貢献するものであり、国が主体
的に取り組む必要性・意義がある。また、東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究は、
石油・天然ガス等の資源探査・埋蔵量評価における地形解析や地下解析の境界条件として利用さ
れる数値化地質情報や数値化地形情報（DEM）を提供するものであり、特に我が国の領海・排他
的経済水域とその周辺の陸・海域を含めた東・東南アジアの地質情報・地形情報は、国家エネル
ギー戦略上非常に重要である。数値化地質情報において整備を進めるシームレス反射率・放射率
マップは変質鉱物マッピングや岩石区分の基礎資料となり、数値化地形情報は地質構造解析や埋
蔵量評価の基礎資料となるもので、いずれも石油・天然ガス等の資源探査に必須の情報である。
加えてこれらのデータは、防災、環境、行政分野などで不可欠な地図・土地利用図を作成するた
めの社会基盤情報でもある。さらに、石油資源遠隔探知技術の実用研究開発は、石油資源企業と
密接な連携をとりつつ推進するものであり、石油資源探査の効率化・権益獲得など直接的な利用
やその効果を評価し技術的ノウハウを蓄積・標準化を行う。これらの実用技術は、資源国との総
合的関係強化のツールとしての役割を果たすこともできる。
上記のように、本事業は国家のエネルギー戦略や地理空間情報整備の基盤技術として活用され
るものであり、さらに地球環境監視や自然災害把握などに応用して安心・安全な社会実現へ貢献
されるもので、国が積極的に関与する必要性・意義は極めて大きい。
1-4

１−１−２

社会的ニーズ

我が国が石油資源の自主開発を進める対象となる地域は、アクセス困難な遠隔地や既存資料が
極めて少ない地域が中心となる。資源探査においては植生被覆下の地質情報を知ることが求めら
れている。地質情報を得るには現地調査が最も確実な方法であるが、地質調査にかかるコストや
政治的にアクセスが難しい地域、さらには権益獲得のために迅速な情報収集が要求されることな
どから、現地調査以外の方法でも地質情報を得たいというニーズがある。さらに資源採掘等に伴
う環境モニタリングを行うことが資源国から義務付けられており、効率的で客観的な環境モニタ
リング技術の確立ニーズがある。これらのニーズに応えるのに衛星データは威力を発揮し、広域
地質・地質構造に関する情報、あるいは現地調査計画策定（例えば地震探査測線・震源の計画策
定）
、試掘位置の決定、補給ルートの把握等に資する情報を迅速に世界のどの場所でも提供するこ
とができる。さらに、定期的な環境変化モニタリングや、資源採掘地域における地盤変動モニタ
リングなどの研究を進めている。
地質情報は国土の基本情報のひとつで、特に日本の周辺の東・東南アジアの地質情報は、資源
の確保、地震や火山などの防災の観点からもその重要性が叫ばれている。また、近年のインター
ネット等の普及や IT 技術の進歩により、情報の整備流通は世界規模で急速に進展しており、誰で
もいつでも入手できるインターネットを通じた地質情報の供給が求められている。これらのニー
ズに応えるべきデータベース整備やグリッド技術を利用した情報供給の研究開発を進めている。
以上、本事業を推進することにより、次のような社会ニーズに対応できる。
①

資源開発リスク及び鉱区取得リスク低減、周辺環境監視コスト削減など資源開発の効率化

②

産油国に対するバーゲニングパワー（関連する高度技術の提供・移転）による開発参入機
会の確保

③ 産油国が求める環境と調和した持続可能な資源開発（操業に伴う周辺環境の監視）におけ
る透明かつ検証可能なモニタリングのツール
④ 地質情報ネットワークにおける地球環境問題などに対し国際的な地球観測事業における我
が国の国際貢献・プレゼンスの発揮
⑤ 大規模自然災害や地球環境監視などの資源・環境観測解析センター分野以外で、衛星デー
タ利用推進による安心で安全な社会構築
１−１−３ 官民の役割分担
衛星画像利用技術の高度化研究のように、高度な資源解析アルゴリズム開発、先導的、先進的
な技術開発、それに基づく処理解析システム構築などの基盤的技術については、民間による資源
開発に関係する研究開発をはじめ、探鉱への投資リスクなどを軽減することからも、国が関与し
て開発すべきである。
また、経済産業省は地質の調査を実施しており、国土の地盤の実態を明らかにすることが求め
られている。地質は国境を越えて連続しており、日本ばかりではなく日本周辺の国々の地質情報
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を整備することは、国際協調によって可能となる。国の施策として日本及び日本周辺の東・東南
アジアの地質情報を整備することは国家的課題である。また、地質情報の標準化を進め、世界標
準に準拠した地質情報の整備する技術を確立することも国の責任である。
さらに、経済産業省が開発した衛星搭載センサで得られるデータを、ユーザが利用できるレベ
ルに処理加工する地上データシステム開発・運用は、センサ開発と一体のものであり、社会イン
フラの整備の一環として国が役割を負うべき事業である。また地上データシステム運用において
は、日米の国際共同事業実施機関との協定に基づく協力のもとに効率的な観測スケジュール管理
や処理システムアルゴリズムの継続的な改良などが必要である。このように地上データシステム
の開発・運用は、初期投資が莫大でかつ継続的な投資が必要であるため民間のみで実施すること
は困難な事業でもある。
衛星データを用いた石油有望地抽出アルゴリズム開発等の利用技術開発は、民間企業間で共有
化できる基礎技術であり、また資源国に対する技術移転の対象にもなりうることから、国が関与
して開発を進める事業である。
一方、民間は国が開発した高度資源解析アルゴリズムや地質情報整備、衛星データを用いて、
資源開発対象地域において高付加価値情報への加工や、権益獲得・有望地域の絞込み・探鉱計画
策定など資源開発への投資とリスクを負う。さらに、世界標準に準拠した地質情報の整備技術に
基づき、個別に得られる地質情報と国家規模、世界規模の地質情報との連携などを行うのは民間
が実施すべきである。
１−２

事業目的・政策的位置付け

１−２−１

政策的意義

次世代の宇宙機器開発に向けた基盤技術及び宇宙利用の促進のための基盤技術を確立すること
により、我が国における宇宙利用の産業化を促進し宇宙産業の規模拡大を目指すことを目標とす
る経済産業省の「宇宙産業高度化基盤技術プログラム」の一環として、
「石油資源遠隔探知技術研
究開発」は位置づけられている。
科学技術基本法での国が講ずるべき施策のひとつとして、
「研究開発に係る情報化の推進」にお
ける「科学技術に関する情報処理の高度化」、「科学技術に関するデータベースの充実」、「研究開
発機関等の間の情報ネットワークの構築等」に係る情報化の促進に必要な施策を講ずるべきとさ
れている。
「新・国家エネルギー戦略」においては、資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化が必要
とされている。特に、総合的資源確保戦略とアジア・エネルギー環境協力戦略の取組みが求めら
れている。また、海外での探鉱活動強化も求められている。
エネルギー技術戦略では、衛星利用探査技術は「石油・天然ガスの探鉱・開発・生産技術」に
おける油ガス田探査・開発先導・先端技術のうちの油ガス層把握技術、特に探査・埋蔵量評価技
術として位置づけられている。
平成１９年６月１日に閣議決定された「長期方針「イノベーション２５」について」において、
フロンティア分野での戦略重点科学技術のひとつである「衛星の高信頼性・高機能化技術」とし
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て、地球観測センサ（ASTER、PALSAR など）の運用の実施、取得データの効率的処理・解析
システム開発及びデータ提供の実施が 2010 年頃までの研究目標とされている。
さらに、産業構造審議会産業技術分科会・日本鉱業標準調査会での知的基盤整備特別委員会に
おける知的基盤整備目標として、
「衛星情報の基盤的・融合的利用」では、衛星データ情報を適正
に保存・管理し、利用の高度化を実現する技術の開発を通じて知的基盤として整備することを目
指すこととなっている。同時に、
「地質情報のデジタル化と標準化」では、東アジアにおける地質
情報についての標準化を行うこととされている。
このように本事業は様々な政策的意義及び上記施策との関連性がある。
１−２−２

科学的・技術的意義

本事業では、石油資源を対象とした解析技術の研究開発から、世界最高水準の解析処理技術開
発と、広範囲の利用分野の発掘につながるインフラとしてのデータベース構築、ならびに石油資
源の実利用では石油探鉱の現場と調和の取れた研究開発、地上データシステム運用・解析技術研
究へとシフトするように、次の３つの研究から構成しているため、ここでは個別に記載すること
とする。
①

衛星画像利用技術の高度化研究
衛星画像利用技術の高度化研究では、高精度画像補正技術、グリッドによる高精度画像補正シ

ステム構築、堆積岩区分システムの開発、資源解析フュージョン技術、PALSAR 高度利用技術を
進めている。以下に、これらの科学的・技術的意義について示す。
①−１ 高精度画像補正技術における科学的・技術的意義
高精度画像補正技術によって高精度化・品質保証された衛星画像は科学的成果の信頼性を向上
させ、また、新規利用技術開発の可能性を導くものである。
衛星画像から諸物理量を導出し、また時系列解析を行うためには、センサによる観測値を正し
く幾何・放射量・大気補正し、また、基本的物理量抽出（反射係数・温度・放射率等）のための
高精度なアルゴリズムを適用する必要がある。
一般に、地球観測センサでは、宇宙環境下での原因究明困難な多くの誤差要因（素子不具合・
迷光・素子間感度偏差等の機器起因によるものから衛星本体のノイズや温度条件変化等々）が発
生し、経時的劣化もあるため、常にその品質を検証し、必要に応じ各種校正を行い、観測量を正
しい値に維持する補正技術が必要となる。
さらに、地表面の物理量抽出においては、必ず大気を介し地表面を観測していて、基本的な物
理量である放射輝度から各種の基本的物理量に変換（大気補正や温度・放射率分離等）する必要
があるため、様々な大気および地表面との相互作用に関する科学的・技術的課題があり、これら
を克服する研究開発が必要である。
本研究では、運用中の地球観測センサを対象に、その画像補正技術を高精度化するため、より
具体的かつ効率的に技術開発を行うもので、技術的にも科学的にも大きな意義がある。
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①−２ グリッドによる高精度画像補正システム構築における科学的・技術的意義
グリッド技術を用いることで、総合科学技術会議における「地球観測の推進戦略」や「地理空
間情報活用推進基本法」などにより求められる複数の衛星データ、さらに基盤情報としての地質
図など様々な地球観測データへ円滑にアクセスするシステムを構築することができる。特に、デ
ータの秘匿性を担保するための認証メカニズムはグリッド技術の得意とするところで、この先進
的技術によって様々なニーズに応じたシステムが構築可能となる。
さらに、地球観測データは観測装置の大型化によりデータが膨大となっている。これらの観測
データのアーカイブにはテープライブラリシステムが用いられてきた。しかし、テープライブラ
リシステムは一般に低速で、例えば東アジア DEM のような大量のデータ及びデータ処理を必要
とする目的には利用できない。一方、グリッドファイルシステムを適用すれば、このニーズに応
えられるシステムを構築することが可能となる。そして、高速なグリッドファイルシステムを実
現すれば、より高精度・高機能なデータ処理・解析ソフトウェアの実装が可能となり、データの
質を向上させることができる。
地球観測データに対するグリッド技術の適用はこれらの問題を解決する方法の一つであり、次
世代地上データシステムとして、先進的であり、また技術的にも意義深い。
①−３ 堆積岩区分システムの開発および関連研究における科学的・技術的意義
ASTER・PALSAR データは膨大であり、データ利用の更なる高度化のためには、効率的にデ
ータを選択して処理解析することが必要である。そのため、気象データなどに基づいて観測デー
タから取捨選択・優先順位の決定を行い、産総研独自の高精度岩相解析アルゴリズムを組込み、
また、PALSAR のフル偏波データを用い、石油資源探鉱において重要な堆積岩区分解析を行うシ
ステムの開発を目指している。これは世界的に独自で画期的で、先進的なシステム開発である。
①−４ 資源フュージョン解析技術の開発研究における科学的・技術的意義
資源解析では、利用可能な様々な地質情報をはじめ、地図データ、衛星データ、地球物理デー
タなど、関連情報の統合的な解析を行っている。しかし、このような解析業務を支援するシステ
ムは未だ十分に開発されているとは言えない。一般に、資源解析においても地理情報システムな
どを活用している状況であるが、発展途上の状況にある。また、衛星情報の利用においては、必
ずしも先進的な融合解析手法が開発されているとは言えず、資源解析の精度向上のため、可能な
限り頑健で、信頼性の高い手法の絶え間ない技術開発が必要であり、その技術的な意義は大きい。
さらに、先進的な融合解析手法の利活用では、実証することによって、その利用可能性を適切に
評価しなければならない。
①−５ PALSAR 高度利用技術における科学的・技術的意義
資源採掘等に伴う地盤沈下による地殻変動モニタリングでは干渉 SAR 手法が有力な手法であ
る。しかし、提供される衛星の軌道データの精度には限界がある。干渉 SAR 解析において、GPS
点による地殻変動量をコントロールポイントとして衛星の軌道を正確に推定することによって、
より高精度に地殻変動量を推定できるという技術的な意義がある。
また、地質情報を得るために衛星リモートセンシングが利用されるが、植生被覆の厚い地域や
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雲被覆の多い地域では光学センサから得られる情報は多くない。そのため、SAR センサでは雲や
植生を透過し、地表面または地中の情報が得られるため、SAR による地質情報の把握に期待が寄
せられている。しかし、SAR センサによる地質情報の抽出技術は確立されていない。特に PALSAR
はマイクロ波の後方散乱強度と偏波特性も観測できて、地質情報の抽出可能性は高いものの、そ
の解析手法はほとんど開発されていないため、この技術を開発する大きな意義がある。
②

東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究

②−１ 東アジア地域データベース利用技術における科学的・技術的意義
科学技術・学術審議会の知的基盤整備計画において、産業技術総合研究所がアジアの地質情報
を整備することとなっている。これに基づき、本研究において、アジアの地質情報を着実に整備
している。地質情報の整備では、アジア地域では世界最高精度の地質図と、最新の地質情報から
構成し、さらに世界標準のフォーマットでの整備を目指している。現在、オープンジオスペーシ
ャルコンソーシアム(OGC)、地質情報管理応用委員会などの国際情報標準整備の委員会に積極的に
参加し、地質情報の標準化に取り組み、地質情報の Web 発信において，相互運用性を高める点で，
世界最先端の情報化技術の開発は意義深い。
②−２ 東アジア衛星 DEM における科学的・技術的意義
衛星 DEM については、日本国内については国土地理院が 50m メッシュの DEM を「数値地図 50m
メッシュ（標高）
」として公開し、世界的には米国地質調査所（USGS）が SRTM3 として、90m メッ
シュの DEM を公開している。ただし、SRTM3 は北緯 60 度以北と南緯 60 度以南のデータは無い。
このように高緯度地域の高精度 DEM が無いこと、SRTM では InSAR 技術を用いているために急峻な
山岳地域や砂漠での DEM データが欠損している問題もある。このため、我が国と関係の深い東ア
ジア地域におけるシームレスな 30m メッシュ衛星 DEM、15m メッシュ反射率マップおよび 90m メッ
シュ放射率マップを整備することは世界的に見ても新規性、先導性が高く、意義深い。

③

石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
実用研究開発は ASTER 地上データシステムの開発・運用、PALSAR 地上データシステムの開

発・運用及び利用技術開発に大別される。地上データシステムは利用技術開発に対して高精度の
衛星データをタイムリーに提供する後方支援的任務を担っているが、先進的な技術の導入など技
術的意義も大きいため、それぞれに分けてその意義を示す。
③−１ ASTER 地上データシステム運用における科学的・技術的意義
ASTER 地上データシステムは、平成６年度から開発が始まり、平成１１年の Terra 衛星打ち
上げ後平成１２年度に初期機能が達成されたことを確認した。同年度９月から実運用を開始し現
在も継続中である。
当システムの運用は、ASTER センサの運用を行うミッション系システムの運用と取得された
膨大な画像データの処理・保存・配付を行うデータ処理系システムの運用からなる。
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③−１−（１）ミッション系システム運用
・ ユーザ志向の柔軟な観測スケジューリング機能
地球観測衛星センサの運用（どこをいつ観測するかなどのスケジュール管理等）は、事前に決
定されたスケジュールどおりに観測を行う柔軟性のないシステムがこれまで一般的であった。
ASTER ミッション運用では、ユーザ要求を毎日取りまとめて観測計画を作成している。この計
画作成は観測予定日の２日前、１日前、さらには１４時間前まで変更が可能であり、緊急時の観
測要求に対応できるシステムである。このようなシステムは民生用の衛星センサで運用している
例は世界的にもなく、新規性・革新性が高い技術である。
・ 観測スケジュールの自動優先順位付け機能
観測スケジュールはユーザの様々な要求と衛星側の諸制約条件を勘案し、最大限ユーザの満足
度が高い計画を自動的に作成する機能をもつ。この優先順位付けアルゴリズム開発とその運用は
他には例がなく新規性・独創性が高い技術である。
・ 世界の雲量予測情報を取り入れて効率的なデータ取得を行う機能
全世界の予測雲量データを米国より入手し、観測前日にこれを反映し雲被覆率の少ない観測計
画に変更する機能で、米国 Landsat にはじめて搭載された機能であるが、これを改良し運用をし
ており、先導性が高い技術である。この結果、被雲率 20%以下の画像の取得率が 10%以上向上し
た。
③−１−（２）データ処理系システム運用
・ ユーザ利便性の高いシステム
衛星データ処理システムでは、ユーザとのインターフェースを GUI ベースで構築したシステム
で、データ入手や観測要求までネットワークを活用し、利便性が高くかつ迅速にデータ入手がで
きるものであり、当時としては最先端のシステムであり先導性の高いものである。この技術の導
入により、従来、データ注文から入手まで数週間要していたものが、ASTER では最短で１日程
度でユーザの元に届くことが可能となるまでに至った。
・ 分散型システム
設計仕様として１日当り最大７８０シーンの大量の画像データ処理を準リアルタイムで実現す
るために、分散化システムとして設計・開発しており、維持管理と設備更新への柔軟性をもたせ
た。
・ 独自の処理アルゴリズム開発と高次製品提供
ASTER データの処理アルゴリズムに関しては、センサ依存性が高いため、日米の研究者の共
同ですべて新規開発された。また、高精度の校正検証を継続的・定期的に実施し、その結果を処
理に反映させて品質保証に努めている。さらに、高次処理製品である正射投影画像や数値地形デ
ータ等を定常的に作成・配付を行っているシステムは日本初のものであり、ユーザ志向の強い独
創的かつ先導的技術である。
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③−２ PALSAR 地上データシステム開発・運用における科学的・技術的意義
PALSAR 地上データシステムは平成１０年度から開発が開始され、平成１８年１月の ALOS 衛
星打ち上げ後初期機能を確認し、同年度１１月より定常運用を開始した。
PALSAR センサは他の衛星 SAR センサにない多くの観測モードでのデータ取得が叶えられる
ことが特徴である。PALSAR 地上データシステムでは多くのモードに対応した処理機能に加え、
インターフェロメトリィ用データの生成・配付、干渉の可能性の高いインターフェロメトリ用デ
ータの検索機能など、PALSAR データ利用の中心となる干渉処理に関する補助のデータ整備・公
開を進めている。これは国内外では他に例がない情報であり、ユーザ志向を踏まえた革新性な機
能として科学的・技術的意義がある。さらに、PALSAR 地上データシステムでは、多くの処理を
自動的に行っており、システム管理２〜３名、システム運用３〜４名のみで運用する極めて効率
的なシステムである。他機関の運用体制とは単純に比較できないが、世界最高水準の効率的なシ
ステムであるといえる。
③−３ 利用技術開発における科学的・技術的意義
利用技術開発では、石油資源を主対象として資源有望地域の絞込み、探鉱支援、資源開発・生
産活動に伴う周辺環境監視等における衛星データ利用技術開発を進めている。さらには ASTER
標準処理に用いる処理アルゴリズム開発や校正検証、PALSAR 校正検証を実施している。
石油資源探査においては ASTER 及び PALSAR の特徴を最大限に利用して、広帯域のスペクト
ル情報を用いた地質区分、鉱物分類手法の開発、また同一軌道立体視データを用いた地質構造解
析、地形解析、さらには海上における油徴の高精度抽出技術開発、インフラ整備用情報抽出等を
石油資源開発企業と共同で開発している。石油の貯留構造別と植生別に解析アルゴリズムをとり
まとめて事例研究を進めており、このように石油資源探査における衛星データ利用研究をシステ
マティックに実施している事業は国内では本事業のみであり、海外においても例は聞かない。ま
た国内石油企業が将来探鉱対象となる堆積盆に対して、衛星データと既存データをデータベース
にまとめて提供している。このようなデータベースは国内には存在せず、また海外でも公開され
ているものはない。いずれも先進的な研究開発である。
ASTER 及び PALSAR センサは資源ユーザからの要求を最大限に取り入れたセンサ仕様になっ
ており、特に ASTER では処理アルゴリズム開発・検証・改良を日米協力で実施してきた。ASTER
は可視近赤外、短波長赤外及び熱赤外の３つの放射計から構成されているが、それぞれの望遠鏡
内における素子配置の違いの補正技術、３本の望遠鏡間の位置ずれ補正技術、反射係数、放射量、
熱情報等の物理量抽出、同一軌道立体視データからの数値地形情報(DEM)算出技術等先端的な技
術開発を進めてきた。
このように高度に補正処理の施されたデータを用い、石油資源分野では DEM から地層の走
向・傾斜を抽出して、地下構造を推定する研究や、陸域の地質構造と海域のオイルスリックから
石油胚胎構造を高精度に推定する研究、さらには熱帯雨林地域等に置ける光学センサで十分な地
表情報が得られない場合の SAR との融合処理技術など、実際の探査に直結するような実用性の高
い研究を進めている。さらに、PALSAR 処理解析では、散乱体を分解して反射応答を解析して、
地表を高精度に分類する手法を開発してきており、この手法は新規性・革新性が高いものであり
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特許を取得した。PALSAR は全偏波を観測する世界唯一のセンサであり、その偏波データ処理解
析も先進性が高い研究である。
１−２−３

社会的・経済的意義

ASTER 及び PASLAR 地上データシステムでは、比較的安価で高品質なデータを入手できるユ
ーザ志向のサービスを提供してきており、これまで衛星データを利用してきたユーザだけではな
く、新たなユーザにもデータ利用が進んでいる。衛星データ利用者の拡大は宇宙産業全体の底辺
を広げることに結びつき、産業振興における社会的・経済的意義は大きい。
また、本研究開発で進めている干渉 SAR による地殻変動解析技術や PALSAR の多偏波データ
を用いた植生被覆下の地質情報抽出技術により、資源開発に伴う地盤変動モニタリングや、資源
開発のフィージビリティ・スタディあるいは現地調査が困難な紛争地域等の資源評価・環境評価
を安価に実施することができ、経済的意義は大きい。
アジアの地質情報データベースは、我が国の資源安定供給確保のみならず、防災・環境保全な
どの他分野の基礎情報として有用である。特に地理情報システム（GIS）を初めとする IT 技術の
発達によって、デジタル情報としての利用が推進され、これにより衛星画像との連携も容易にな
って様々な用途が提案されている。これらの技術やデジタル情報整備により、国民は自由にしか
も安価に地質情報を入手することが可能となり、また様々な空間情報と統合することによって、
その社会的な応用範囲は限りなく広がる。衛星画像との連携においても、GEO Grid 技術との融
合により、資源開発ばかりではなく防災・環境保全に幅広く利用が可能になっている。これら情
報と応用技術を安価に、あるいは無料で提供することで、社会的・経済的に多大な貢献ができる。
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３−Ａ−２ 研究開発等の目標
２−１ 研究開発等の目標及び目標水準
本事業は、我が国のエネルギー資源安定供給の確保に資するため、石油・天然ガス等の資源開
発及び環境管理等の分野において、衛星データを用いた石油・天然ガス等のエネルギー資源探査
技術を開発することを全体目標とする。対象技術は次のように大別される。
①衛星画像利用技術の高度化研究
②東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
③石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
２−１−１ 衛星画像利用技術の高度化研究
石油資源遠隔探知技術研究開発では、衛星観測データを利用しての調査効率の向上が求められ、
近年はその利用技術においても高度化が求められている。そのため、衛星画像利用技術の高度化
研究では、高精度画像補正技術、堆積岩情報抽出技術、高度な資源解析技術、PALSAR 高度利用
技術を開発・研究し、この処理を実現化するシステムを構築することにより、より高度な画像利
用技術の開発研究を行うことを目標とする。
２−１−１．１ 高精度画像補正技術の研究
（目標）ASTER を対象とした衛星画像の幾何・放射量・大気補正等にかかる高精度画像補正技
術の研究を進め、センサ特性およびセンサの経年変化等を捉え、アルゴリズムの最適化を図り、
より高精度な補正を維持する。
（目標水準）ASTER データから、より高精度・高度な情報を抽出すべく、世界最高水準レベル
の幾何・放射量・大気補正等の品質保証および補正技術に関する研究開発を行い、実証および実
用を目指す。
２−１−１．２ グリッドによる高精度画像補正システム構築
（目標）従来の大容量ではあるものの、低速なテープライブラリシステムから脱却し、従来シス
テムでは実現が難しかった全量再処理や高度な処理解析方法を導入する。
（目標水準）最新のグリッド技術を適用することで、世界に先駆けた大容量ディスクアーカイブ
システムを構築する。また、世界最高水準のスケーラブルかつ冗長性高い地球観測処理解析シス
テムを構築する。
２−１−１．３ 堆積岩区分システムの開発および関連研究
（目標）膨大な ASTER・PALSAR データを効率的に取捨選択し、データ処理して得られる岩相
区分データおよび関連データを蓄積し、産総研独自の高精度岩相解析アルゴリズムを組込んだ堆
積岩区分図を出力する世界的に独自で高度なシステムを開発することを目標とする。また、中国
西域乾燥地域の一部を研究地域として、本システムで生成される堆積岩区分図と地質・資源の関
連について研究し、本システムの評価を行う。
（目標水準）本システムの機能は、
「ASTER・PALSAR データの効率的な登録と検索」、
「堆積岩
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区分解析」
「地理情報システム（GIS）等と連動した画像・データ出力」、
「関連情報（地質図情報、
写真データ、分光特性データ、ランドサットデータ等の画像データ等）の一元的管理・表示」
「ネ
ットワーク機能」で、開発する機能の目標水準を下記に示す。
・ 取り扱いデータ４種（ASTER Level3A データ、地図データ（スキャンした地質図等）
、
定点データ（写真・分光特性グラフ等）
、BSQ データ（ランドサットデータ等一般の画像
データ）
）＋PALSAR 拡張
・ リレーショナルデータベースによるデータ管理
・ プロセッシングアルゴリズム８種（データ登録システム、石英指標・炭酸塩鉱物指標・
苦鉄質指標計算、データ検索・優先順位決定（NCEP 水蒸気量などを基準に）
、UTM 投
影によるモザイク画像の表示、指標の閾値処理による堆積岩抽出表示、DEM モザイクの
表示、表示ストレッチング機能、 BIL・GeoTIFF 画像出力）
・ ネットワークによるクライアント・サーバーシステム化。
２−１−１．４ 資源フュージョン解析技術の開発研究
（目標）資源探査のため衛星画像から地質関連情報抽出を高度化するために、単一の衛星データ
のみならず、利用可能な相補的な情報を有する複数の衛星データを効果的に活用するため、最高
水準の融合（フュージョン）解析要素技術を開発し、さらにはこれに基づく資源解析支援システ
ムのプロトタイプを構築することを目標とする。
（目標水準）画像データによる融合（フュージョン）解析の基盤となる要素技術として、データ
規格化技術、アルゴリズムなどの評価技術などの共通技術のほか、主として自動レジストレーシ
ョン技術、分類技術、変化抽出技術、そしてベクターデータとの融合解析技術を核に要素技術の
高度化開発を行う。これらの要素技術のプロトタイプ実証として、資源地域での資源解析支援シ
ステムの開発も目指す。
２−１−１．５ PALSAR 高度利用技術
（目標）資源開発に伴う地盤環境等の監視・評価の必要性が高まっている。そのため、信頼性の
高い GPS の地殻変動結果を干渉 SAR の地殻変動結果を用いて、面的に信頼性の高い地殻変動を
把握するため、干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動解析技術の開発を目標の一つとする。また、
資源探査には、植生被覆地域での地質情報の把握が欠かせない。そのため PALSAR データを用い、
マイクロ波の後方散乱強度だけでなく、その偏波データも用いて、精度良く植生被覆下の地質を
区分するため、多偏波データを用いる植生被覆下の地質情報（土壌水分とラフネス等）を抽出す
るためのアルゴリズム開発を目標の一つとする。
（目標水準）干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動解析技術の開発は、未確立な技術であるため、
実証することが最重要である。また、フル偏波の衛星観測は PALSAR が世界初のもので、偏波デ
ータによる地質情報の抽出については、そのアルゴリズムも、適用事例も殆どない。このための
アルゴリズム開発、および実証事例の蓄積を目指す。
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２−１−２

東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究

本課題には、
「東アジア地域データベース利用技術」及び「東アジア衛星 DEM」の二つのテーマ
があり、それぞれについて記述する。
２−１−２．１ 東アジア地域データベース利用技術
東アジア地域データベース利用技術の研究は、石油等エネルギー資源の安定供給確保に資する
ため、経済産業省が推進している地質の調査のうち、アジアの地質図及び関連情報をデジタル地
質情報として整備する技術と、ASTER や PALSAR などの衛星情報と統合し利用する技術からなる。
日本周辺を中心としたアジア地質図を、日本の領土・領海・排他的経済水域を越えた広域で作成
し、世界標準に準拠したデジタルデータベースとして整備することを目標とする。
２−１−２．２ 東アジア衛星 DEM
ASTER は光学センサのため、雲の影響を受けるため、雲の無いデータをモザイクする必要があ
る。これまでに ASTER が観測したシーン数は 120 万以上であり、東アジア地域に限定しても処理
すべきシーン数は 24 万以上と膨大で、雲判定やモザイクをマニュアルで行うことは不可能と言え
る。そのため、雲判定とモザイクを自動化するアルゴリズム開発も必要となる。このため、研究
開発目標を以下のように２つに大別している。
①DEM を使った自動モザイクソフトウエアの開発
②北緯 82 度−南緯 12 度、西経 90 度から西経 160 度の地域において、緯度 1 度×経度 1 度の区画
に陸域が 0.1%以上ある範囲(以下、東アジア地域と言う)の 76％以上の面積を対象に、シームレス
な 30m メッシュ DEM、15m メッシュ反射率マップおよび 90m メッシュ放射率マップを整備する。
２−１−３ 石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
地上処理システムでは資源地域の効率的観測と、毎日衛星から送信される大量の観測データの
標準処理・高次処理・保存を遅滞なく施し、資源探査技術研究者や資源ユーザ等の要求に応じて
これらデータを適宜提供するシステムを運用することを目標とする。
利用技術開発では我が国資源関連企業等に技術移転、情報提供を行い、資源権益確保や効率的
な探鉱へ貢献するため、ASTER 標準処理・高次処理の解析アルゴリズム開発と、ASTER 及び
PALSAR を利用した石油等エネルギー資源が胚胎する地域の環境や地下構造に応じた有望地抽出
アルゴリズム開発、さらには環境や防災等の応用研究を行う。
２−１−３．１ ASTER 及び PALSAR 地上データシステム運用
ASTER 地上データシステムでは、資源地域を効率的に観測し、標準処理プロダクトおよび高
次処理プロダクトを資源ユーザへ適宜提供する目標を設定する。また、PALSAR 地上データシス
テムでは、ALOS 衛星打上げ前にデータ処理・保存・配布技術でそれぞれの開発目標を設定し、
打上後はこれら処理機能が目標どおりか評価する。衛星センサ運用期間中においては熱帯雨林地
域の堆積盆や沿岸域を重点的に観測し、標準処理プロダクトおよび高次処理プロダクトを資源ユ
ーザへ適宜提供する目標を設定する。
ASTER および PALSAR 地上データシステムの定常運用を継続した。
平成１９年度においても、
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ASTER に関しては米国航空宇宙局 NASA と協力して、また PALSAR に関しては宇宙航空研究開
発機構 JAXA と協力して地上データシステム運用を実施している。
技術目標水準としては、世界あるいは日本の宇宙開発第一人者である NASA・JAXA の地上デ
ータシステムと同等以上の性能・機能を開発し、計画通りの運用を行うことを目標水準とする。
図 2-1-1 に ASTER 及び PALSAR 地上データシステムの概観（システムの一部）を示す。

図 2‑1‑1 ASTER 地上データシステム（左）及び PALSAR 地上データシステム（右）概観
２−１−３．２ 利用技術開発
利用技術開発では、ASTER 及び PALSAR の特徴を最大限に利用して資源探査におけるデータ
解析アルゴリズム開発と、標準処理データおよび高次処理データ・付加価値情報を利用して資源
有望地を抽出する実利用研究、ならびに環境観測等の関連応用研究からなり、これら開発される
技術や情報を資源ユーザへ提供し、資源開発に貢献する。
技術目標水準としては、資源ユーザの要求に答えうる情報を抽出できるアルゴリズム、及び世
界最高レベルの標準処理・高次処理アルゴリズムを開発することにおく。

２−２ 目標達成度を測定・判断するための指標について
２−２−１ 事業全体
全体目標達成度を測る指標を、資源開発機関等へ有効なデータ・情報及び利用技術等の提供数と
する。具体的には個別要素技術として取り上げた「衛星画像利用技術の高度化技術の開発数」、
「衛
星データに必要な補正、校正、検証の回数」、
「東アジア地域・堆積盆データベース等の構築面積」、
「地上データシステムのデータ処理数・提供数」及び「利用技術における衛星データからの石油
資源探査・開発に有効な情報の抽出アルゴリズム開発数、資源有望地域抽出数、環境観測等への
応用事例数」を指標とする。
２−２−２ 衛星画像利用技術の高度化研究
開発目標の指標とする開発する機能については、高度化が必要な技術が多様であることから、
各項目別に設定している。
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２−２−２．１ 高精度画像補正技術の研究
表 2-2-2.1 高精度画像補正技術の研究の目標・指標
目標・指標

項目
①幾何補正

理由・根拠

・幾何補正アルゴリズムの検証

・幾何精度の品質保証のために必須の作業

（目標：検証を数サイト／年 実施、運
用終了予定まで（６年間）
）
・幾何補正アルゴリズムの開発・改良
（目標：ASTER の昼間ＧＣＰ無し
絶対精度 50m 以下、
相対精度 15m 以下）
（目標：ASTER の夜間 GCP 無し
絶対精度 100m 以下）
②放射量補正・

・感度変化確認

・衛星センサが打上げ後劣化する。放射量精度

機上校正

（目標：２回／年以上実施、運用終了予定

の品質保証のために必須の作業

まで（６年間）
）
・補正係数変更
(ASTER 可視近放射量：2%以内を維持）
(ASTER 熱赤温度：常温付近においては±
1K を維持）
（目標：運用終了予定まで（６年間）維持）
③放射量補正・

・代替校正の実施

・機上校正機器自身にも劣化・変動・不調等が

代替校正・地上

（目標：３回／年 実施（米国夏期・冬期

あるため、放射量精度の品質保証のために必須

検証（可視・近

各１回、国内１回）、運用終了予定ま

赤）

で（６年間）
）
・代替校正によるセンサ劣化傾向検証
（目標：２回／年

実施、

の代替作業

・代替校正は複雑な地表および大気の状況を把
握しないといけないために、その精度は必ずし

運用終了予定まで（６年間）
）

も高くない。これを克服する手法の開発、およ

・代替校正アルゴリズム最適化・精度検証

び、そのための検証データ収集は必要なため

（目標：２個の測定処理手法の高度化）
④放射量補正・
代替校正・地上
検証（熱赤）

・代替校正の実施

・機上校正機器自身にも劣化・変動・不調等が

（目標：３回／年 実施（米国夏期・冬
期各１回、国内冬期１回）、運用終了

あるため、放射量精度の品質保証のために必須
の代替作業

予定まで（６年間）
）
・代替校正による機上校正機能確認
（目標：３回／年

実施、運用終了予定

まで（６年間）
）

いる。温度・放射率においても品質保証を行う
ためには検証が必要

・地表面温度・地表面分光放射率の検証
（目標：３回／年

・放射量補正の上で温度・放射率分離を行って

実施、運用終了予定

まで（６年間）
）
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⑤機器起因現象
補正

・クロストーク補正

・センサ不具合による画像の低下を防ぐため

（目標：0.5%以内）
・セルフトーク補正
（目標：0.25%以内）
・素子間感度偏差の明確化
(目標：0.5DN 以内)

⑥大気補正

・大気補正アルゴリズムの作成

・大気の複雑な誤差要因となっている。これに

（目標：１個以上の大気補正アルゴリズ

対応するために、様々な検証実験を元に取り除

ム高度化）

くことに適した大気補正、およびシステム開発
の検討

２−２−２．２ グリッドによる高精度画像補正システム構築
表 2-2-2.2 グリッドによる高精度画像補正システム構築の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①プロトタイプ

・グリッド技術利用

・これまで不可能だった ASTER 全量処理やより

構築

（目標：３つ以上のグリッドミドルウェア

高度な解析を可能とする技術の採用

利用）
・転送・配信のためのシステム

・ASTER データの即時処理・発信、全量転送の

（目標：３００ＴＢ以上のストレージ）

ために必要なシステム開発

（目標：NASA 受信後１日以内に受信）
・実装のフィージビリティテスト

・実用化に向けては実証実験が必須

（目標：３ヶ月以上の連続運用）
②ＡＳＴＥＲ全

・ＡＳＴＥＲ全量アーカイブ

・ASTER 全量処理を可能にするためのアーカイ

量処理

（目標：１２０ＴＢ全データ転送）

ブシステムが必須

・全量Ｌ１ＡおよびＤＥＭ・オルソ処理

・ASTER 全量処理により、これまで不可能だっ

（目標：２万シーン／日の処理）

た全量再処理や高度解析を可能とするため

③解析処理高度

・ＡＳＴＥＲ対応の最新・高度アルゴリズ

・これまで不可能だった全量再処理や高度解析

化

ムの導入

を可能とするため

（目標：２種類以上の高度補正アルゴリズ
ムの実装）
・他の外部データを用いた高度補正技術の

・高精度アルゴリズムでは、他のデータソース

実証

による補正情報が必要なため

（目標：３種類の外部データと ASTER デー
タとの連携システムの開発）
④ユーザインタ

・ＡＳＴＥＲ各種ポータルの整備

・ユーザ毎の多様な要望に答えた、より高度な

フェース開発

（目標：WMS、 WFS、 WCS をサポート）

処理を容易に行える環境整備

・オンデマンド処理

・ユーザからのリクエストに応じた高次処理を

（目標：１シーン１時間以内の処理および

施すため
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結果の提供）
・大規模可視化装置の開発

・微細構造をグローバルに表示、比較などをす

（目標：ASTER１シーンを等倍率表示）

るため

２−２−２．３ 堆積岩区分システムの開発および関連研究
表 2-2-2.3 堆積岩区分システムの開発および関連研究の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①システムプロ

４種対応（ASTER Level3A データ、地図デ

「ASTER データの処理による岩相区分解析結果

トタイプ開発＿

ータ（スキャンした地質図等）、定点デー

および関連データを蓄積し、地質学的研究・資

基本取り扱いデ

タ（写真・分光特性グラフ等）
、BSQ データ

源探査に資する堆積岩区分図を出力するシス

ータ

（ランドサットデータ等一般の画像デー

テムを開発する」という目標を達成するために

タ）
）に対応

必要

②システムプロ

リレーショナルデータベースによるデー

研究地域の膨大な ASTER・PALSAR データを効率

トタイプ開発＿

タ管理。性能を犠牲にすることなく下記シ

的に検索・取捨選択するために必要

データ管理シス

ーン数のデータ登録・管理を目標とする。 ・

経験上、２度四方の領域で雲の少ない観測

テム

・

ASTER データについては、５つの研究

済み ASTER シーン数は、多くとも２００シ

地域（総計２度四方の領域が８つ相

ーン程度であるから。

当）において取得された雲の少ないお
よそ２０００シーンの登録管理（１領
域あたり２５０シーン×８領域＝２
０００シーン）
・

PALSAR データについては、５００シー

・

PALSAR フル偏波データのこれまでの観測

ンの登録管理（各研究地域１００シー

状況から、各研究地域１００シーン程度を

ン×５研究地域＝５００シーン）

目標とする。

③システムプロ

８種開発（データ登録システム、石英指

トタイプ開発＿

標・炭酸塩鉱物指標・苦鉄質指標計算、デ

プロセッシング

ータ検索・優先順位決定（NCEP 水蒸気量な

アルゴリズム

どを基準に）
、UTM 投影による各種モザイク

高度な岩相区分解析を行うために必要

画像の表示、指標の閾値処理による堆積岩
抽出表示、DEM モザイクの表示、表示スト
レッチング機能、BIL・GeoTIFF 画像出力）
開発
・

・

１解析プロジェクト（基本は２度四方

・

経験上、２度四方の領域で雲の少ない取得

の領域）あたり、ASTER データ２５０

済み ASTER シーン数は、多くとも２００シ

シーンが登録でき、瞬時に表示・非表

ーン程度であるから。

示・優先順位変更が行えること。

・

ASTER データ５０シーンが表示状態

・
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２度四方の領域は ASTER５０シーンで十分

で、モザイク画像 BIL・GeoTIFF 出力

隙間なくカバーできるから。

が行えること。
④システムプロ

４種開発（データ登録機能拡張、偏波デー

PALSAR データ利用による岩相区分解析の高度

トタイプ開発＿

タ等計算・バンド間演算機能、モザイク画

化を図るために必要

PALSAR 対応拡張

像表示、表示ストレッチング機能、BIL・

アルゴリズム

GeoTIFF 画像出力）

⑤現地調査を伴

５研究地域で実施

様々な地質条件化の研究地域においてシステ

うシステム評

ムの正当性・有効性を評価するために必要

価・関連研究
⑥システム運用

・当システムによる解析結果８領域（２

システム開発の成果を社会に還元するために

試験

度四方）を WebGIS に登録、公開

必要

・当システムによる解析結果をベースに
８区画（１度×４０分）の堆積岩区分マ
ップを作成

２−２−２．４ 資源フュージョン解析技術の開発研究
表 2-2-2.4 資源フュージョン解析技術の開発研究の目標・指標
項目
①要素アルゴリ
ズム開発

目標・指標

理由・根拠

・要素技術調査

・最新の技術動向および利用現状を広く調査す

（3 要素以上）

ることで、開発すべき要素技術の絞込みができ
る

・要素技術開発

・最高水準の要素技術が必須である

−自動レジストレーション手法（光学ｾﾝｻ

−画像や地質図等の位置情報の精度は一定で

間、光学ｾﾝｻと SAR 間、地質図と光学ｾﾝｻ間

はないため、位置情報を用いない自動レジスト

を含む 3 種以上）

レーションが高度解析には必須である。

−画像分類手法

−従来手法の欠陥を克服する画像分類手法が

（2 手法以上）

高度解析の効率化（例えば、数少ないトレーニ
ングデータで可能）に有用である。

−変化抽出手法

−資源探鉱でのロジスティックス情報として

（2 手法以上）

地表変化情報の解析に必要である。

・GIS データとの融合解析手法

・画像情報以外のベクトルデータとの融合解析

（2 手法以上）

に不可欠である。

②資源フュージ

・システム検討

・システム開発着手のため

ョン解析支援シ

・解析支援システム開発

・開発した要素手法による解析支援を実証する

ステム（プロト

（最小目標要素技術数以上）

ため

タイプ）

・検証評価・まとめ（2 地域以上）

・解析システムの結果の総合評価実施のため
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２−２−２．５ PALSAR 高度利用技術
表 2-2-2.5 PALSAR 高度利用技術の目標・指標
目標・指標

項目

理由・根拠

①地殻変動解析

・基本性能の確認

・干渉 SAR と GPS の融合が可能かどうか見通し

技術の開発

(ベースライン長 1km 以上での干渉を確認

を立てるために必要である。

する)
・干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動量解

・GPS の地殻変動結果を干渉 SAR の地殻変動結

析技術の開発

果を用いて拡張して面的に信頼性の高い地殻

(地殻変動量の推定誤差を 1cm 以下とする)

変動結果を得るために必要である。

②地質情報抽出

・林床下の土壌水分を精度良く推定するア

・多偏波データから土壌水分とラフネス等を抽

アルゴリズムの

ルゴリズムの構築

出するために必要である。

開発

(土壌水分の推定誤差を 10%以下とする)

２−２−３ 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
２−２−３．１ 東アジア地域データベース利用技術
整備する地質図の範囲については、日本を含む東・東南アジアの島嶼国の領土・排他的経済水
域海の範囲の面積から、表 2‑2‑3.1‑1 の算出根拠に基づいて算出している。
表 2-2-3.1-1 東アジア地域データベース利用技術の目標・指標の根拠
（地質図作成範囲の目標数）
作成対象面積（km2 換算）
陸域
①地質図データ

海域
2

1,963 万 km

1,504 万 km2

5,600 万 km2

②自然災害図データ

（面積算出根拠：日本・インドネシア・フィリピン・マレーシア・タイ・カンボジア・ベトナム・
ミャンマー・中国・韓国・北朝鮮・モンゴル・インド・ネパール・バングラディッシュ・ブータ
ンの領土面積および排他的経済水域（日本国勢図会 97/98 ほか参照）
）
東アジア地域データベース利用技術では、地質構造の関連性と政治的・経済的な関連性を考慮
して、日本及びフィリピン・マレーシア・インドネシア等地域の領土・排他的経済水域の地質図
及び自然災害図の作成範囲面積を指標とした。
① 陸域地質図
陸域地質図では、200 万分の 1 数値地質図をベースに日本及びフィリピン・マレーシア・イ
ンドネシア等地域の領土の範囲の地質図を作成した。ただし、今後各国から新しい地質情報
が提供されれば、更新する予定である。
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②

海域地質図
海域地質図は、200 万分の 1 地質構造図や日本周辺海域地質図などを元に、日本及びフィリ
ピン・マレーシア・インドネシア等地域の排他的経済水域の地質図及び若干の周辺公海域の
地質図を作成した。今後韓国や中国など隣接国の海域地質図との境界部を調整するなど、若
干の修正を行う他、各国と凡例の統一化を進める。

③

自然災害図
自然災害図では、日本及びフィリピン・マレーシア・インドネシア等地域の領土・排他的
経済水域を既にカバーしているが、今後新たな災害発生の度にデータを更新する必要がある。
表 2-2-3.1-2 東アジア地域データベース利用技術の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①東アジア地域

日本及びフィリピン・マレーシア・インド

島弧‑海溝系としての地質学関連性、及び政治

データベース利

ネシア等地域の領土・排他的経済水域

的・経済的な関連性の強さ、国土の保全・安全

用技術

（陸域地質図：1963 万 Km2、海域地質図：

保障などから、日本及びその周辺地域をカバー

2

2

1504 万 Km 、自然災害図：5,600 万 Km ）

することとした。

２−２−３．２ 東アジア衛星 DEM
雲の自動判定は ASTER GDS のシーン毎の雲量評価として実用化されているが、誤判定が多い。
ASTER の特長は画像データを取得するだけでなく、衛星 DEM を作成できることにある。この特長
を生かして、雲判定と画像モザイキングを自動化できる。このため、
「衛星 DEM を使った自動モザ
イクソフトウエアの開発」を達成することは、最終目標を達成するためには不可欠である。
また、衛星 DEM の信頼性は、同一地点で観測された標高値が一致した観測回数で表すことがで
きる。このため、信頼性の高い衛星 DEM を作成するため、同一地点で複数回（少なくとも 3 回）
以上、雲の影響の無い DEM データが必要である。しかし、インドネシアやタイなどの低緯度地域
では雲がかかることが多い。また、ロシアの高緯度地域は観測優先度が低いことから取得データ
数が少ない。そのため、計画的な観測状況の把握と観測要求の見直しが必要である。
東アジアでは、陸域が 0.1%以上含む緯度 1 度×経度 1 度の区画は全部で 3725 個存在する。そ
のうち、北緯 60−82 度の高緯度地域には 1094 個、北緯 30−60 度の中緯度地域には 1506 個、南
緯 12 度−北緯 30 の低緯度地域には 1125 個存在する。信頼性の確保の理由から、高緯度地域につ
いては 70%以上、中緯度地域については 95%以上、低緯度地域については 60%以上の衛星 DEM 作成
を、全体で 2873 区画の衛星 DEM 作成を目標とする。これは全体(3725)の 76%に相当する。
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表 2-2-3.2-1 東アジア衛星 DEM の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①自動モザイク

・自動モザイクソフトウエアを 10 個の機能に分

衛星 DEM、反射率マップ、放射率マップ

ソフトウエアの

割し、それぞれの設計・開発・試験

を作成に不可欠

設計・開発・試

(L1A データ作成、DEM・オルソ画像作成、雲マス

験

ク作成、反射率計算、放射率計算、同一日に観測
されたシーンのモザイク、DEM モザイク、位置誤
差と垂直方向のオフセット計算、DEM 評価、反射
率・放射率のモザイクの各ソフトウエアを設計・
開発・試験する)

②位置精度

・位置精度の向上

衛星 DEM、反射率マップ、放射率マップ

(位置精度を 30m 以下とする)

を作成に不可欠

・標高精度の向上

衛星 DEM、反射率マップ、放射率マップ

(標高精度を 10m 以下とする)

を作成に不可欠

④東アジアの領

・衛星 DEM 、反射率マップおよび放射率マップの

東アジアでは、陸域が 0.1%以上含む緯度

域の DEM、反射率

作成

1 度×経度 1 度の区画は全部で 3725 個存

マップ、放射率

(2873 区画以上の衛星 DEM、2873 区画以上の反射

在する。信頼性の確保の理由から、高緯

マップの作成

率マップおよび 2873 区画以上の放射率マップを

度地域については 70%以上、中緯度地域

作成する)

については 95%以上、低緯度地域につい

③標高精度

ては 60%以上の衛星 DEM 作成を、全体で
2873 区画の衛星 DEM 作成を目標とする。
これは全体(3725)の 76%に相当する。

２−２−４

石油資源遠隔探知技術の実用研究開発

本研究課題は、平成２年度からの継続であり、目標及び指標については前々回・前回の中間評
価時点からの変更はない。
地上データシステムの目標については、ASTER 及び PALSAR 観測・処理・配布シーン数を指
標とし、世界の陸域堆積盆地（合成開口レーダに関しては沿岸域含む）をユーザ要求に応じた回
数カバーする数として、各センサの１シーン当りの面積から、次表に基づいて算出している。
表 2-2-4-1 地上データシステムの目標達成度を図る指標の根拠データ
（各地上データシステムの観測・配布シーン目標数）
観測シーン数

観測対象面積（シーン数換算） 保存シーン数
陸域

海域

配布シーン数

ASTER

90 万

2万5千

-

20 万

5万

PALSAR

＊

2万

1万

18 万

5万
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ただし、算出根拠を以下に示す。
全世界の陸域：149 百万 km2
全堆積盆：83 百万 km2 これと、下記センサの１シーンサイズより観測目標を設定
ASTER： 60 km×60 km(全堆積盆 1 回観測に 2.3 万シーン、堆積盆を狙って観測計画が作成で
きるため、目標シーンを 2.5 万シーンに設定)
PALSAR：70 km×70 km(全堆積盆 1 回観測に 1.7 万シーン、高オフナディア角での観測計画の
重複分を考慮し、目標シーンを 2 万シーンに設定)

利用技術開発では、石油貯留構造や地表面状況を考慮して ASTER 及び PALSAR データを利用
した資源アルゴリズム開発数、実利研究数及び関連応用技術数を指標に設定した。
２−２−４．１ ASTER 地上データシステム
ASTER 地上データシステムの運用段階における目標とそれを達成するための指標は、観測シ
ーン数が 1 日あたり 600 シーンで ASTER 運用予定期間である 5 年間に観測する場合の総数とし
て算出した。この際、雲予報を考慮したミッション運用により雲被覆率の低い良好なデータを効
率的に取得する運用を取り入れている。観測対象面積に比べて保存シーン数が多いのは、資源地
域に対して様々な条件（太陽高度、季節、雲など）で繰り返し観測して、ユーザの要求を満足す
るようなデータ整備を行うためである。また保存シーン数に比較して配布シーン数が少ないのは、
ユーザが用途に合わせてデータを選択できるようにしたためである。さらには、高性能なセンサ
能力をより発揮できるよう、ラジオメトリック精度及び幾何精度を向上させるべく処理を施して、
ユーザに高精度データを提供することに特徴がある。
表 2-2-4.1-1 ASTER 地上データシステムの運用段階の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①観測計画立案・セン

良質なデータ取得：被雲率２０％以下の良好なデ

ネットワークのデータ伝送能力

サ運用

ータの効率的な取得

の範囲で、最短の時間でデータを

緊急観測要求への対応：要求から観測・処理まで

ユーザに提供する。

３日以内（1 日 10 シーン以内）
②標準データ処理

目標９０万シーン以上

600 シーン/日ｘ５年間

目標２０万シーン以上

同一資源地域を異なる条件のデ

（L1A）
③資源地域の雲なしデ
ータの保存（L1B）
④利用者への提供

ータ・時系列データ整備
目標５万シーン以上

ユーザの選択による

⑤高次処理（L2、3、4） 目標２．５万シーン以上

堆積盆を１回カバー

⑥処理・提供時間

処理後、１日以内の提供を目標

⑦データ精度

ラジオメトリック精度

スペクトル解析による地質区分、

・VNIR

S/N 140 以上

鉱物分類等が可能なラジオメト

・SWIR

S/N 54 以上

リック・幾何精度を有す。
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・TIR NEΔT 0.3K
幾何精度
・望遠鏡内

0.2 ピクセル以内

・望遠鏡間

0.3 ピクセル以内

・地上位置

50m 以内

２−２−４．２ PALSAR 地上データシステム
PALSAR 地上データシステムの開発段階の目標と指標を表 2-2-3.2 に示す。
宇宙航空研究開発機構で受信される約 1,400 シーン/日の観測データのうち 500 シーン/日を選
定して入手し、処理保存を行う。また、校正・検証を実施しジオメトリックおよびラジオメトリ
ック精度の維持確保に留意する。
表 2-2-4.2-1 PALSAR 地上データシステムの開発段階の目標・指標
項目
①運用計画支援機能

PALSAR 地上データシステム開発の目標・指標

理由・根拠

観測計画立案支援機能、データ取得計画立案支援機 無駄のない観測立案
能、プロダクト作成計画立案支援機能

②生産計画立案・生産実 通常生産、高次処理、再処理が可能
行管理

緊急処理の優先処理が可能

③JAXA からの L0 データ JAXA/EOC にて受信される 1400 シーン/日から、世界
転送

の堆積盆を中心に 500 シーン/日データを 24 時間以
内に PALSAR 地上データシステムへ転送

④プロダクツ生産機能

レベル 1.0 生産・保存：500 シーン／日の機能確認 標準処理 18 万ｼｰﾝ/5 年
レベル 1.5 生産・保存：100 シーン／日の機能確認 高次処理 2 万ｼｰﾝ/5 年
高次プロダクト生産・保存

を達成するために必要な処理能力

レベル 4.1 全偏波データ処理：10 シーン／日の
機能確認
レベル 4.2 広域観測データ処理：10 シーン／日
の機能確認
緊急時の準リアルタイム処理の機能を確認
標準及び高次プロダクトの外部校正・検証の機能を
確認
⑤プロダクツ精度

幾何精度

１00m（水平）＠画像中心位置

ラジオメトリック精度

絶対２dB、相対１ｄB

ポラリメトリック精度

Ch 間振幅 0.4dB、Ch 間位相

差 10 度
⑥プロダクツ保存

生産したすべてのプロダクツの保存機能を確認

2-13

生産後１年間は自動倉庫に保管、以降は手動ラック
に保存
⑦プロダクト配布

プロダクト要求に応じてメディアを配布、もしくは
オンラインで配布。

⑧ユーザインタフェー

ユーザ登録、データ観測要求、データ取得要求、プ

ス

ロダクツ要求をオンラインでユーザが入力できる
緊急観測要求(TOO)に対応可能

⑨観測要求立案機能

観測要求（EOR、DAR）、TOO の作成と JAXA
への送付

PALSAR 地上データシステムの運用は、ALOS 衛星の定常運用開始後５年間を予定している。
ここでは、資源地域の効率的な観測計画策定、堆積盆の異なる観測モード（偏波、高照射角度観
測等）でのデータ整備、ならびに繰り返し観測を実施し、多時期データを用いた地盤変動抽出等
への対応が可能な PALSAR データ整備を行うことを目標とする。
表 2-2-4.2-2 PALSAR 地上データシステムの運用段階の目標・指標
項目
①センサ運用技術

目標・指標
運用主体である JAXA に対して、資源ユーザの要

理由・根拠
資源地域の効率的な観測推進

求に対応できる運用スケジュールを作成する
②標準処理技術

目標１８万シーン以上

堆積盆（浅海域含む）を異なる観

（L1.5）

測モードで観測。
多時期のデータを用いた解析（地
盤沈下等の観測や環境監視）を実
施するため。

③高次処理（全偏波デ

目標２万シーン以上

特に対象としてシベリア、東南ア

ータ処理、広域観測デ

ジア等を重点に、多偏波処理等の

ータ処理）

高次処理や地殻変化抽出等を実
施するため。

④配布技術

目標５万シーン以上

ユーザが用途に合わせてデータ
を選択。

２−２−４．３ 利用技術開発
利用技術開発を研究内容から以下の３つの研究項目に分類し、各目標を設定した。
（ａ）資源解析アルゴリズム開発
石油資源探査・開発等に利用する基本要素技術（地質区分、地質構造解析、鉱物分類、地形解
析、油徴抽出）に関する新規性のあるアルゴリズムを開発する。
（ｂ）実利用研究
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石油資源胚胎可能性地域における探鉱への実利用技術研究を行う。これにより、資源探査・開
発の実利用者へ「資源有望地域に関する情報」の提供を行い、利用技術を実証する。
（ｃ）関連応用技術
地震探査の計画作成支援、石油パイプラインルート計画のためのロジスティックスや操業に伴
う環境汚染に関する技術を開発する。
目標とする指標については、
①データ利用の基本技術開発要素として必要となる利用アルゴリズム数
②探鉱地域を絞り込むケーススタディの数と実探鉱利用者への提供数
③資源開発に伴い必要となる関連利用技術の開発数
に分けて目標判定度指標を設定した。
指標設定は、資源ユーザからの要望により優先度を考慮して目標を定めた。表 2-2-3.3-1 は資源
ユーザの要望を、石油ガスを貯めるトラップ構造と気候区並びにリモートセンシング利用可能性
により整理したものである。また図 2‑2‑4‑1 に参考としてトラップ構造の模式図を示した。要
望はデータ利用効果が期待される背斜トラップと断層トラップに集中し、気候区から見るとスペ
クトル解析からより多くの岩質情報が得られると期待される乾燥地域が高く、地域としては輸送
コストやリスクの低いアジア地域に高い要望が認められるとともに、今後の鉱区開放が進むと予
想される北アフリカ地域、カスピ海沿岸地域、中南米地域に対する要望がある。
表 2-2-4.3-1 利用技術開発に対する資源ユーザの要望とデータ利用可能性
トラップ

植生（湿潤）

半植生（半乾燥）

露岩（乾燥）

利用者の要望

大（特にアジア）

小（地域狭）

大（世界・広域）

利用可能性

中

大

大

利用者の要望

大

中

大

利用可能性

中

中

中

その他（層位、不整

利用者の要望

小

中

中

合、礁トラップ等）

利用可能性

小

小

小

背斜トラップ

断層トラップ
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背斜

断層

層位

不整合

岩塩ドーム

図 2-2-4-1 石油貯留構造の模式図（参考）
目標・指標の設定については、資源ユーザからの要望を考慮し、地質区分、地質構造調査、鉱
物分類、地形解析、油徴抽出の５項目を基本技術要素として、資源解析アルゴリズム開発の目標
とした。また、基本要素技術毎にユーザ要望に対応した地域特徴を捉えるケーススタディの実施
数を指標として設定し、実利用者の探鉱初期データに供する目標に対する指標設定を行った。こ
の指標には、ASTER は単独の利用数値、および PALSAR は単独および ASTER との組み合わせ
利用を含んだ数値が含まれる。
これらの方法で作成した目標・指標を、センサ別に表 2-2-4.3-2 にまとめた。
表 2-2-4.3-2 ASTER 利用技術開発の目標・指標
項目

目標・指標

理由・根拠

①資源解析アル

・石油資源探査・開発等に有効な

地質の要素数及び各要素に関する手法開発数は、ASTER

ゴリズム開発

基本要素技術（地質区分、地質構

の新規性の内容を検討したうえで設定。

造解析、鉱物分類、地形解析、油

ASTER はデータ種類の増加、データ品質の向上、観測機

徴抽出）に関する情報抽出技術の

会が多くデータ利用の自由度の向上、さらに地上データ

開発。

システムの充実に伴い短期間にデータ入手が出来るな

・５つの基本要素技術に関しそれ

どの条件から、この数値目標は妥当である。

ぞれ４件以上のアルゴリズム開
発
⇒

合計２０件以上開発
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②実利用研究

・石油資源胚胎可能性地域に関す

「資源有望地域」を絞り込めるケーススタディは全ての

る実利用技術開発ケーススタデ

結果が実利用に供されることを理想とするが、解析結果

ィ３０地域

が必ずしも良好でないことも考慮し、最低 20 件以上を

・「資源有望地域」を抽出し、実

目標に設定。

探鉱利用者へ「資源有望地域の情
報」の提供を２０地域以上。
③関連応用技術

・探査・開発・操業に伴うロジス

ロジスティックスはパイプライン、探鉱計画など、環境

ティックス、環境監視技術/環境

関連は 陸域、海域に渡る。水質指標、土壌汚染指標な

指標の開発（１０件以上）

ど、社会的な要請とリモートセンシングの可能性を考慮
して、目標は妥当として設定した。

表 2-2-4.3-3 PALSAR 利用技術開発の目標
項目

目標・指標

理由・根拠

①資源解析アル

石油資源探査・開発等に有効な３

PALSAR の特性が強調できる基本要素技術として３項目

ゴリズム開発

基本要素技術（地質区分、地質構

を選択。開発項目数は、多偏波、可変オフナディア等の

造解析、油徴抽出）に関する新規

特性を利用するアルゴリズム開発に必須のものとした。

性のある抽出技術を開発するこ
と（７件）
②実利用研究

③関連応用技術

熱帯雨林・露岩地域で合計１0 件

ASTER と共に利用することを考え、ASTER で計画される

以上、PALSAR 単独研究を 2 件以上

ケーススタディのうち熱帯雨林地域や露岩地域を対象

実利用者へ「資源有望地域の情

とする研究事例に組み込むとして１０件。PALSAR 単独で

報」を５件以上提供

実利用研究が２件として設定した。

探査・開発・操業に伴うロジステ

対象とされる応用分野は岩質、構造、インタフェロメト

ィックスや油汚染状況把握等の

リなどかなり集約されており、多数を実施する必要は無

環境監視技術開発（各２件以上、

く、重点的な開発を実施する予定。

計４件）
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３−Ａ−３ 成果、目標の達成度
３−１ 研究開発成果
・得られた成果
３−１−１ 衛星画像利用技術の高度化研究
個別研究テーマ毎に研究開発を進めているので、平成 19 年度の各テーマでの成果の概要を下記
に示した。
３−１−１．１ 高精度画像補正技術の研究
Ⅰ． 研究の背景・全体計画
ＡＳＴＥＲを初めとする衛星画像の幾何・放射量・大気補正等にかかる高精度画像補正技術の
研究を行う。機上校正・代替校正および地上検証によって、センサの経年変化を捉え、アルゴリ
ズムの最適化を図り、より高精度な補正を維持する。また、複雑化する各種誤差要因の補正を実
用化すべくグリッドシステムへの組み込みを意識した補正技術の研究を行う。
表 3-1-1.1-1 高精度画像補正技術の研究（年次計画）
「高精度画像補正技術の研究」年次計画
H17年度

H18年度

Ｈ19年度

Ｈ20年度

Ｈ21年度

Ｈ22年度

機上校正

代替校正・地上検証

幾何補正（含ＤＥＭ）
放射量補正

高度画像補正

大気補正
応用アルゴリズム

(各種校正・検証データ統融合利用)

Ⅱ． 概要
幾何補正・ＡＳＴＥＲ幾何補正アルゴリズム研究においては、GEO Grid システムで作成される
ASTER DEM／オルソ画像の幾何情報精度検証を行った。
放射量補正・ＡＳＴＥＲ機上校正については、ASTER の機上校正データを用いてその VNIR、
SWIR 及び TIR の感度変化を確認した。校正係数の経時変化について近似式を用いて近似するとと
もに予測を行い、VNIR、TIR の予測について差の監視を行った。
放射量補正・代替校正・地上検証（可視・近赤）については、代替校正を実施し、その精度の
評価を行い、機上校正で示された劣化傾向を保障する。機上校正との結果の違いにも言及、より
正確な補正方法の必要であることを明確にした。
放射量補正・代替校正・地上検証（可視・近赤）においては、代替校正・地上検証を日本・米
国の乾燥湖・湖・火山斜面で８回実施し、機上校正が機能していることを検証した。
大気補正の研究においては、Terra 搭載 ASTER の VNIR/SWIR 領域の放射量・大気補正アル
ゴリズムの実装及び試験・評価を行った。
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Ⅲ． 成果
①幾何補正
表 3-1-1.1-2 に示される領域を含む ASTER データを用いて、ASTER DEM の相対位置精度を求
めた。全球での傾向を見るため、検証サイトはできるだけ空間的な偏りがないように設定した。
まず、各検証サイトについて、ASTER データの幾何情報をもとに重複領域を抜き出しデータセッ
トを作成した。そして、各サイトで最も古いデータを基準として 2 枚のオルソ画像でイメージマ
ッチングを行い、XY 面のオフセット量を計測した。Z 方向については、作成したデータセット中
でできるだけ平坦な領域 100×100 画素について平均標高を求め、シーン間での分散を求めた。さ
らに、同領域の SRTM 3 秒メッシュデータの標高と比較した。
表3-1-1.1-2 ASTER DEMの相対位置精度検証実施地点
緯度

経度

シーン数

Ethiopia

N 10°11 47

E 41° 2 2

10

Australia

S 20°21 18

E145° 8 36

12

Portugal

N 38°51 12

W 9° 9 12

14

India

N 27°16 52

E 76°24 56

11

Peru

S 10°14 39

W 77°28 45

12

Argentina

S 38°29 29

W 63° 5 24

9

USA1

N 35°57 40

W 78° 0 16

11

USA2

N 44°38 38

W 69° 5

2

10

USA3

N 39°19 57

W124°20 33

10

Sakurajima N 31°36 33

E130°37 29

8

Tsukuba

N 36° 8 58

E140°14 20

9

Denmark

N 18° 6

E102°41 23

6

Laos

N 54°53 31

E

8°39 25

11

Mongolia

N 44°34 39

E105°45 59

10

表 3-1-1.1-3 に各サイトの XY 面（

X

,

9

Y

）、Z 方向（ ）の標準偏差を示す。XY 面では、X（経
Z

度）方向のばらつきが平均 1.2 画素（18 m）、Y（緯度）方向が約 0.7 画素（11 m）となった。Z
（高さ）方向については平均 7.8 m であった。SRTM との比較では、全てのサイトで ASTER DEM
の標高が低く、オフセット量は平均で 9 m であった。
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表3-1-1.1-3 ASTER DEM/Ortho 相対位置精度検証結果
Ethiopia
Australia
Portugal
India
Peru
Argentina
USA1
USA2
USA3
Sakurajima
Tsukuba
Denmark
Laos
Mongolia
Average

σX(pixel)
1.42
1.67
1.25
1.48
0.85
0.96
1.13
1.09
1.07
0.99
1.28
1.02
1.59
0.76

σY (pixel)
0.54
0.41
0.90
0.76
0.56
0.63
0.74
0.62
0.59
1.08
0.68
0.71
0.79
0.43

σZ (m)
7.82
9.44
8.80
7.16
7.68
10.03
6.90
7.16
6.86
8.34
4.73
7.68
6.64
9.98

ASTERZ - SRTMZ
-11.30
-8.32
-11.34
-5.40
-12.60
-5.94
-11.23
-8.75
-10.89
-1.27
-7.33
-9.01
-11.21
-13.07

1.18

0.67

7.80

-9.12

緯度、経度方向の相対位置精度は、過去の GCP による検証結果に近い値が得られた。さらに、
特定の地域に偏っていないことから全球的に同じ精度をもつと考えられる。高さ方向に関しても、
SRTM の両方に対し ASTER DEM の標高が 9〜13 m 低いことから、全球で-10m 程度のオフセット
があると考えられる。
DEM 作成時に SRTM 3 秒メッシュデータを用いてオフセット補正を施した場合の ASTER DEM
について、位置精度検証を行った結果を表 3-1-1.1-4 に示す。外部データの位置情報にあわせる
ため ASTER オリジナルの絶対位置情報は失われるが、オフセット補正無しの場合に比べて標準偏
差が経度方向については約 1/2 に、高さ方向については、1/3 に抑えることができた。
今後は SRTM によりオフセット補正処理を施した ASTER DEM を用いてローカルな起伏のばら
つきを調査し、また、ASTER 夜間観測データに対して水平位置精度検証を行う。
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表 3-1-1.1-4 SRTM を用いて位置補正を行った場合の ASTER DEM/Ortho 相対位置精度検証結果
Ethiopia
Australia
Portugal
India
Peru
Argentina
USA1
USA2
USA3
Sakurajima
Tsukuba
Denmark
Laos
Mongolia

σX (pixel)
0.50
0.40
0.44
0.61
0.57
0.63
0.26
0.53
0.62
0.75
0.38
0.33
0.40
0.57

σY(pixel)
0.49
0.24
0.36
0.31
0.33
0.64
0.42
0.57
0.73
0.56
0.23
0.55
0.69
0.55

σZ (m)
2.13
3.57
3.95
3.00
3.19
2.80
1.75
4.48
2.58
5.47
3.16
2.68
3.90
3.99

0.50

0.48

3.33

Average
②

放射量補正・機上校正
ASTER は打ち上げ後７年が経過して、各放射計が順調に地球の画像を送ってきているが、各

放射計の感度の変化はまだまだ続くと予想され、校正係数の管理が重要である。
機上校正データを用いてその VNIR、SWIR 及び TIR の感度変化を確認、その解析を行ってい
るが、図 3-1-1.1-1 に TIR の５バンドの RCC の経年変化を示した例である。1/C1 は感度に相当
し、各バンドとも感度が低下しており、打ち上げ時に比べて Band１０では１０％、Band 1２で
は 33％の低下を示している。図の記号は２００８年１月、打ち上げ後２９４２日までの校正デー
タであり、打ち上げ後１５２３日から２６７８日までのデータを用いた近似係数 Veｒ．3.06 が２
００７年６月１６日、打ち上げ後２７３７日からデータ処理に適用されており、この曲線が図に
２００９年１月まで示されている。最近若干差が生じてきたので、今後よく監視し、閾値を超え
ないように係数の変更を行う計画である。
Normalized 1/C1 Detector 1
1.05

C1(2000/3/12)/C1

1.00
0.95
Band10
Band11
Band12
Band13
Band14

0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0

365

731

1096

1461

1826

2192

2557

2922

3287

Time (days after launch, d)

図 3-1-1.1-1 ＴIR の校正係数とその近似曲線
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③ 放射量補正・代替校正・地上検証（可視・近赤）
ASTER の打上げ直後から十数回に渡る代替校正実験を行ってきたが、平成１９年度は、日米３
チームにより夏・冬２回の米国ネバダ州乾燥湖上３サイトを中心に実施した。各チームそれぞれ
に結果を出し、ASTER/VNIR および SWIR のセンサ劣化傾向を総合的に検討した。

図 3-1-1.1-2 代替校正実験 （左：現地観測、右：ASTER 画像）
結果、VNIR では、バンド 1〜3N については、打ち上げ直後から大きく劣化していたが、近年で
はその度合が低減されている。また、劣化パターンはオンボード校正と似ており、代替校正によ
る係数の方がバンド 1 はやや高めに、バンド 2 と 3N はやや低めに出る傾向にあまり変化は見られ
ない。バンド 3B については、ほぼ安定している。SWIR では、バンド 4〜8 については、サイト間
の差はありそうだがほぼ安定している。バンド 9 については、近年では安定しているように見え

Band 1

1.1

Scaled calibration
coefficient (1.0 at PFT)

Scaled calibration
coefficient (1.0 at RE02)

るが、水蒸気量の測定精度により信頼度は低い。

Railroad Valley
Ivanpah Playa
Alkali Lake
Primm, Coyote Lake
Onboard

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

Band 4

1.4

Railroad Valley
Ivanpah Playa
Alkali Lake
Primm, Coyote Lake

1.2
1.0
0.8
0.6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Days since launch

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Days since launch

図 3-1-1.1-3 代替校正結果の例（左：ASTER バンド１、右：ASTER バンド４）
④ 放射量補正・代替校正・地上検証（熱赤）
ASTER/TIR の代替校正実験を日本・米国の乾燥湖・湖・火山側面で８回実施した。その解析
結果により、ASTER/TIR の機上校正に大きな問題が生じていないことを確認できた。

3-5

図 3-1-1.1-4 代替校正結果の例（左：ASTR バンド１、右：ASTER バンド４）

40
Band 10
Band 11
Band 12
Band 13
Band 14

機上校正（OBC）による観測輝度温度（℃）

35

30

ネバダ州（昼）

Mauna Loa

25

20
ネバダ州（夜）
15

10

5

霞ヶ浦

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

代替校正（VC）による予測輝度温度（℃）

図 3-1-1.1-5 Band 10〜14 における、代替校正（VC）による予測輝度温度と、ASTER の機上校正
⑤ 機器起因現象補正
ASTER/SWIR（短波長赤外放射計）データにおいて発生しているクロストークならびにセルフ
トークの補正アルゴリズムを検討した。レベル３データプロダクツに対応したソフトウェアを開
発した。
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(a)

(b)

図 3-1-1.1-6 レベル３データプロダクツへのクロストーク補正
(a) 補正前、(b) 補正後
また、素子間感度偏差を調査し、バンド３において縞状のパターンが発生させるゲインのばら
つきについて、補正パラメータを算出した。

(a)

(b)

図 3-1-1.1-7 ラジオメトリック係数の変更による画像のストライプの変化
(a) 補正前 (b) 補正後
⑥ 大気補正
大気補正の研究においては、Terra 搭載 ASTER の VNIR/SWIR 領域の放射量・大気補正アルゴリ
ズムの実装および試験・評価を行った。ASTER VNIR バンドの再放射量補正およびレイリー散乱・
オゾン吸収・水蒸気吸収に対する大気補正アルゴリズムの GEO Grid システムへの実装、及び試
験・評価を行った。評価においては、ASTER と同一のプラットフォーム Terra 衛星に搭載されて
いる MODIS センサに同じ大気補正アルゴリズムを適用し、その整合性を確認し、評価を行った。
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NASA

Terra
GEO Grid

MOD08_D3

EPTOMS or
OMI/AURA

ASTER
DEM

ASTER L0, L1A

MODIS L1A, L1B

Ra diometric Correction

R adiometric Correction

OBC

UOA

UOA

OBC

TOA Reflectance

Atmosphe ric Correcti on

Surface Reflectance

図 3-1-1.1-8 ASTER および MODIS 大気補正の流れ

June 11, 2000

July 06, 2003

July 30, 2006

ASTER vs. MODIS of Surface reflectance @ RRV

May 27, 2001

August 17, 2005
May 01, 2003
ASTER vs. MODIS of Surface reflectance @ Dalanzadgad

April 07, 2003
May 01, 2006
ASTER vs. MODIS of Surface reflectance @ Tsukuba

図 3-1-1.1-9 レイリー・オゾン・水蒸気補正した ASTER/MODIS 反射率の散布図
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３−１−１．２ グリッドによる高精度画像補正システム構築
Ⅰ． 研究の背景・全体計画
1999 年末の地球観測衛星Ｔｅｒｒａの打ち上げ以来、それに搭載された観測装置 ASTER が取
得した画像は、生データだけですでに 120 テラバイト(TB)を超えている。こうした膨大な衛星デ
ータを処理／保存するには、従来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、生データへの高効率、高速アクセスを行うためには限界がある
ことが分かってきた。たとえば、最近になって ASTER データ処理における基本的な幾何補正ア
ルゴリズムを改訂する必要が生じており、このため生データへの高速なアクセスが求められてい
る。しかし、現在のテープライブラリシステムを用いた地上データ処理システム(ASTER GDS)
では、再処理を行うために数年の年月と多大な予算が必要となるため、実際上不可能である。ま
た幾何補正あるいは放射量・大気補正の精度の向上にも、さらに多量のデータ処理が必要とされ
ており、新たな情報処理技術を適用したシステム構築の必要がある。本研究では、グリッド技術
の応用によって、従来よりも格段に低いコストで高速な衛星画像データ処理システムを構築する
ことを目標にする。
また、石油・鉱物資源開発において、衛星データをより有効に活用するためには、地質データ
ベースや堆積盆データベースとの有機的な統合が不可欠である。このため、これらのデータベー
ス上のベクトルデータと、ASTER/PALSAR のような衛星画像を効率的に組み合わせるための表
示／解析プラットフォームの検討、及びデータ統合のために必要な衛星データの補正精度の評価
を行う。
表 3-1-1.2-1 グリッドによる高精度画像補正システム構築（年次計画）
「グリッドによる高精度画像補正システム構築の研究」年次計画
H17年度
（1） 計算機借料
（2） 広域モザイク作成のためのL1A
データ共有化
（3） ASTERデータの高精度画像補正
システムのグリッド化
（4） MODIS&PALSARデータ等との統
合による高度処理システムの
開発
（5） ポスドク

10TB分散ストレージ

H18年度

Ｈ19年度

20TB分散ストレージ

40TB分散ストレージ

Ｈ20年度

Ｈ21年度

Ｈ22年度

データ処理システムの開発

グリッドミドルウェアの開発および整備

データ配信システムの開発（Webポータルの作成を含む）
新たな高度処理ソフトウェアへの対応

データ処理システムの開発

ＡＳＴＥＲ・PALSARデータ解析支援

Ⅱ． 概要
H19 年度は、H18 年度までに構築した 25 台の汎用 PC にさらに 6 台の PC を追加し、
約 246Tbyte
のハードディスク装置を備えた PC クラスタを整備するとともに、グリッド研究センターで研究
開発しているグリッドファイルシステムＧｆａｒｍおよび、グリッドデータベースミドルウェア
OGSA-DAI を導入し、地球観測衛星データ統合システムの開発を行った。グリッドデータファー
ムを用いたストレージシステムを利用し、ASTER のレベル 0 データをアーカイブし、全てのデ
ータの再処理を実施した。また、OGSA-DAI を用いることで、複数の地球観測衛星データを統一
的に扱うユーザインタフェースの開発を行った。
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Ⅲ. 成果
昨年度構築した 25 台の PC クラスタを 31 台に拡充し、合計約 246TB のグリッドファイルシス
テムを構築した。グリッドファイルシステムのミドルウェアとして採用している Gfarm は、PC ク
ラスタの動的な追加をサポートしているため、追加した 6 台のクラスタを設定するだけで利用可
能となった。また、昨年度開発した ASTER GDS でアーカイブされている L0 データ転送システム
を用い、平成 18 年 11 月から平成 19 年 4 月までの半年間をかけて全ての L0 データを本システム
へ転送した。一部のデータは、L0 データを記録したテープメディアの損傷により転送することは
出来なかった。さらに、昨年度開発した新規の観測データ転送システムも日々稼動し、NASA か
ら ERSDAC へデータが転送されると同時に本システムへもデータ転送が行われている。データ転
送の流れを図 3-1-1.2-1 に示す。ここでは、グリッドデータファーム（Gfarm）のファイル複製機
能を用いることで、本システムのファイルシステムは 2 重化されている。これにより、PC クラス
タのノードがシステム障害によりダウンしてもデータは失われること無くアーカイブされている。

図 3-1-1.2-1 平成 19 年２月 12、13 日に観測されたデータの処理の流れ
ASTER GDS から全データを転送し終えたことで、東アジア DEM 等他の研究テーマへ大量のデ
ータを提供する準備が整った。そこで、平成 19 年 10 月から 4 ヶ月計画でこれまで観測された全
ての ASTER データの再処理を実施した。特に、東アジア地域のデータについては、その後の処理
に向けて全ての処理済みデータをキャッシュするシステムを開発し、データを保存するようにし
ている。処理中の PC クラスタ全体のロードアベレージを図 3-1-1.2-2 に示す。
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図 3-1-1.2-2 PC クラスタの 1 ヶ月のロードアベレージ
この処理を実施するに当たり、産業技術総合研究所が所有する AIST スーパークラスタの一部である
F32 クラスタの約 300CPU を利用し、データを保存している PC クラスタと連携させるシステム開発を行った。
基本的に、レベル 0 データの処理をデータを保存している PC クラスタで実行し、高次処理を F32 クラスタ
で実行した。この両者の間は、昨年度開発したお互いのタスクの依存関係を管理するツールを利用して
いる。また、この処理を実行中でも最新の観測データは優先的に処理するようにし、システムユーザへは
遅延無く最新のデータを提供できるようにしている。
さらに、本年度は複数の衛星データを利用するためのシステムのプロトタイプの開発を実施した。
ASTER が搭載されている Terra 衛星には、より広域を毎日観測している MODIS が搭載されている。また、
基本的に ASTER とは同時に観測されているため、ASTER データの処理、たとえば、大気補正などに
MODIS データを利用することが出来る。そこで、ASTER データと同様、MODIS データの一部をアーカイ
ブし、PC クラスタ及びデータベースへ配置した。通常、遠隔に管理されている複数のデータベースにアク
セスするためには、それぞれのデータベースで認証し、それぞれの結果をクライアントで統合しなければ
ならない。そこで、ASTER と MODIS のデータベースを OGSA-DAI サーバの上に実装することでこの問題
を解決した。OGSA-DAI は、グリッドの認証をサポートしており、かつ複数のデータベースの結果を一つ
にまとめる機能を有している。
これらの複数のデータベースにアクセスするためにユーザインタフェースを改良した（図 3-1-1.2-3）。
基本的な概観は昨年度までに開発したものと同じであるが、ポータルサーバ上では、グリッドシステムへ
アクセスするためのユーザプロキシ証明書などが管理されるようになっている。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出来る。図 3-1-1.2-3 に示した検索条件
で検索を実行した結果を図 3-1-1.2-4 に示す。このように、複数の衛星センサーを指定した場合、それぞ
れのデータベースからの結果が一つの画面で見ることが出来るようになっている。さらに今年度は、より複
雑な検索をサポートするユーザインタフェースの開発も行い（図 3-1-1.2-5）、ユーザがより必要としている
データを検索しやすいようになっている。これにより、例えば季節を限定した検索や、軌道情報に基づい
た検索が出来る。
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図 3-1-1.2-3 地球観測衛星データ検索画面
（ユーザは、複数のデータベースに対して、検索領域、観測日時などの
基本的な検索条件を同時に指定することが出来る）

図 3-1-1.2-4 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が観測時刻でソートされ表示される）
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図 3-1-1.2-5 拡張検索オプション画面
（これにより、例えば季節を限定した検索や、軌道情報に基づいた検索が可能となっている）
また、ASTER データを検索する際、地理的な場所だけではなくたとえば地質図と比較しながら
必要なデータを取捨選択することも重要である。昨年度開発したプロトタイプを改良し、より使
い勝手の良いユーザインタフェースの開発を行った。特に、クライアントとして OGC 標準をサポ
ートすることで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出来るようになっ
ている。この機能により、ユーザは、地理的な場所による検索を行った後、地質図と照らし合わ
せることでさらに高度なデータの取捨選択が可能となる（図 3-1-1.2-6）
。

図 3-1-1.2-6 ASTER データ検索とアジアシームレス地質図との重ねあわせによる
データ検索システムの改良
（データ検索と地質図などの GIS データを融合することで、
ユーザはデータの取捨選択のための情報が広がる）
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さらに、本年度は高次処理プロダクトを生成するため、高次処理用ソフトウェアを更新し、高精度幾何
補正・放射量補正に必要な情報・データを提供するために以下のオプション・システムを実装した。
- 放射量補正オプション
GDS あるいは LPDAAC で配布されているプロダクトは L0 生産タイミングの制約からバージョン適用
期間にズレがある。本システムでは、このズレを解消して理想的な期間に適用している。また、更に
UOA(アリゾナ大学 RSG)、AIST(2000-2004 年)の代替校正実験で得られたアルゴリズム・係数を適用で
きるように実装した(VN/SW)。この機能により、全観測期間に亘り様々な放射量補正アルゴリズムを施し
たプロダクトが得られるようになった。今後も他再放射量アルゴリズムの追加(VN/SW/TIR)およびアップ
デートを行っていく予定である。
- 大気補正オプション
この機能により、これまで輝度プロダクトのみを提供していたポータルにて、反射率プロダクトを提供
できるようになった。この機能は、図 1.2-8 に示すように、データ処理要求画面においてユーザに提供
されている。本年度は、VNIR のみレイリー散乱・オゾン吸収・水蒸気吸収に対する大気補正が施せるよ
うになっている。また、大気未補正(TOA 反射率)、レイリーオゾン補正、レイリーオゾン水蒸気補正の３
種類のプロダクトが選べる機能を持たせており、ユーザー側で放射量補正と合わせて、高次プロダクト
に対する感度解析を可能にする。今後は VN/SW/TIR 全バンドに適用可能なものにし、他アルゴリズム
(6sV1.1 など)の実装も計画している。

図 1.2-8 本年度拡張した、放射量再補正や、反射率プロダクト要求画面。
（複数のシーンを選択した場合、全てのシーンを同じパラメータで処理し、
結果はユーザストレージの指定したディレクトリに保存される）
- 幾何精度検証システム
各シーンを重ね合わせることにより、各シーンの持つ幾何精度を検証することが可能となっている。
- DEM 高度化システム
ASTER DEM の更なる精度向上を図ると共に、既存の広域 DEM との相互比較を可能とするシステム
の構築に着手した。本年度は全球の地上踏査情報を整備している Degree Confluence Project とのデ
ータベース連携を実現し、地上踏査から得られた標高、ASTER から推定された標高、さらには既存の
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広域 DEM(GTOPO30 と SRTM30)を全球の緯度経度が整数値となる点に対して相互比較できるシステ
ムを実装した。

図 1.2-9 地上踏査標高情報と全球 DEM による ASTER DEM 高度化システム
Ⅳ．まとめ
本研究課題では、大規模な観測衛星データ処理を効率的に処理するためのシステムを構築する
ことが目的である。平成 19 年度は、これまでに構築したデータ処理システムを用いて、ASTER デ
ータの全量再処理など大規模解析を実施した。これを行うために、複数クラスタを利用した衛星
データアーカイブ及び処理システムを実現し、プロジェクト内ユーザ向けデータ配布システムを
構築した。さらに、複数のデータベースを統合することでそれらのデータを複合した新たな研究、
各々のデータの持つ精度検証などが格段に効率よく実施できることが期待される。
３−１−１．３ 堆積岩区分システムの開発および関連研究
Ⅰ．研究の背景・全体計画
近年、
ASTER の多重分光データを利用した岩相マッピングの高度化研究が盛んに行われている。
また、PALSAR は多くの点で世界最先端の衛星搭載型 SAR 観測システムであるが、とりわけ、フル
偏波観測（HH+HV+VH+VV）による岩相マッピングの高度化が期待されている。一方、それらのデー
タ量は莫大であり、効率的に利用するためのシステム構築は、研究をさらに高度化させる上で極
めて重要なキーとなる。このような背景のもと、膨大な ASTER・PALSAR データを効率的に取捨選
択し、データ処理して得られる岩相区分データおよび関連データを蓄積し、地質学的研究・資源
探査に資する堆積岩区分図を出力するシステムを開発することを目標とする。産総研独自の高精
度岩相解析アルゴリズムを組込んだ、世界的に独自で高度なシステム開発を行う。また、中国西
域乾燥地域の一部を研究地域として、本システムで生成される堆積岩区分図と地質・資源の関連
について研究し、本システムの評価を行う。
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表 3-1-1.3-1 堆積岩区分システムの開発および関連研究（年次計画）
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

システム設
計
プロトタイ
プシステム
（ASTER部）
試作
PALSAR対応

運用システ
ムの開発
堆積岩区分シス
テムの開発およ
び関連研究

研究地域の
選定
現地調査を
伴う関連研
究
（GISとのイン
公開用堆積
ターフェイス設
岩区分マッ
計・開発を含
プの設計
む）
運用試験

まとめ

Ⅱ．概要
平成１９年度は、１８年度までに構築したプロトタイプシステムの ASTER に関する部分の高度
化（データフレームモザイクタイル作成機能、DEM モザイク作成機能等）及び PALSAR に関する部
分の試作を行った。また、中国タリム盆地北西縁周辺地域の一部（カルピン隆起帯地域）を研究
地域として、本システムにおいて ASTER モザイク画像や岩相解析図（ASTER 石英指標マップ・ASTER
炭酸塩鉱物指標マップ・ASTER 苦鉄質指標マップなど）を作成し、現地調査・既存の地質図情報
と解析結果を比較することにより、本システムの地質学的研究・資源探査の高度化における有用
性を確認した。PALSAR 多偏波データについては PALSAR 運用上の制限もあり本年度の研究地域に
おけるデータは取得できなかったが、研究地域の周辺における地質のよく知られた地域のデータ
について、PALSAR 多偏波データと地質の関係について考察した。
Ⅲ．成果
①堆積岩区分図システムの改善
a)ASTER-DEM モザイク作成機能の強化
昨年度の開発段階においては、ＤＥＭのモザイク表示機能はあったが、シーン単位の統計値を
元に各シーンを自動的に見やすく表示したうえでモザイクとして重ね合わせる機能しかなかった
ので、ＤＥＭのようにシーン間にまたがる相対値情報の重ねあわせが全く意味をなさない場合、
実用にならなかった。今年度は、画像表示ストレッチングの最小値と最大値を指定して、それを
全シーンに適用できるように機能拡張したので、ＤＥＭのモザイク表示・出力が実用化できた（図
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3-1-1.3-1）
。さらに、ＤＥＭについて、ストレッチ適用後のモザイク画像の 8bit GeoTIFF 出力（相
対値画像）のみならず、16bit raw で源データのモザイク GeoTIFF 出力（絶対値画像）の出力を行
えるようにした。ＤＥＭモザイク画像 16bit raw GeoTIFF 出力により、岩相解析結果の３Ｄ表示な
ど、より高度な処理・解析が行えるようになった。

図 3-1-1.3-1 ＤＥＭ出力のためのシステムワークスペース画面
b)ASTER-データフレームモザイクタイル作成機能の追加
モザイクに使用するシーンが多くなると、ワークスペース画面において、画像が表示されるま
でに時間がかかってしまう。短時間でワークスペースが立ち上がるように、画像ではなく各シー
ンの領域をデータフレームモザイクタイルとして出力する機能（図 3-1-1.3-2）を追加した。この
表示・出力の目的は、表示の短時間化だけでなく、作成されるモザイクのどの部分がどのシーン
によって構成されているのかの可視化・リスト化をも目的とする。しかしながら、現時点ではス
キューの透過表示が実現されておらず、後者の目的は達成できていない。
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図 3-1-1.3-2 システムワークスペースにおけるデータフレームモザイクタイル表示（レベル１B の場合）
c)PALSAR 多偏波画像表示機能の追加
ASTER データと同様に、PALSAR 画像データも同様の流れで登録・モザイク表示する機能を追
加した。特に、多偏波プロダクトについて、HH、HV、VV のカラー合成画像と各成分の白黒表示
を行うことを主要な目的とする。図 3-1-1.3-3 および図 3-1-1.3-4 に、PALSAR 多偏波プロダクト
の HH、HV、VV の画像をモザイク表示したシステムワークスペース画面を紹介する。現状におい
てこの機能は画面表示のみの極めて限定されたものであるが、今後、GeoTIFF 画像出力や高度な
偏波指数計算など、堆積岩区分マッピングに有用な機能を充実させていく予定である。

図 3-1-1.3-3 システムワークスペースにおける PALSAR 多偏波カラー合成モザイク画像表示（広域）
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図 3-1-1.3-4 システムワークスペースにおける PALSAR 多偏波データ VV 白黒画像拡大表示
d)その他の機能拡張
ASTER レベル 3A データのみに対応していたマッピング重ねあわせ表示機能（閾値処理されて
抽出されたピクセルに色付けして、背景の画像モザイクに重ねあわせ表示する機能）を、レベル
1B データにも完全対応させた。計算された鉱物指標（石英指標、炭酸塩鉱物指標、苦鉄質指標）
のモザイク画像について、8bit 画像出力のみならず、32bit 実数形式の GeoTIFF 画像として出力で
きるようにした。その他、細部の機能向上、バグの修正を行った。
②現地調査を伴う関連研究
カルピン隆起帯全領域をカバーする、北緯 41 度 40 分東経 77 度 00 分を北西端とする南北方向
2 度東西方向 3.5 度の矩形領域をワークスペースとして、VNIR フォールスカラー画像や DEM とい
った基本モザイク画像および各種岩相マッピング解析用モザイク画像を作成し、GeoTIFF フォー
マットで出力した。これらのモザイク画像は、ノート PC 上の汎用 GIS ソフトウェア（ArcView）
にいて、それぞれ、他の地図・地質図データとともに重ね合わせ表示を行った。また、ノート PC
には GPS 受信機を接続することにより、調査中にリアルタイムで現在位置を確認しつつ、モザイ
ク画像データや地質図データと現地状況の比較を行った。以下の図は鉱物指標モザイクの一例で
ある。岩相解析結果を文字で示す。
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図 3-1-1.3-5 カルピン隆起帯研究地域の鉱物指標（QI、CI、MI）フォールスカラーモザイク画像
（システム出力画像に加筆）
これら鉱物指標モザイク画像により、本研究地域に典型的な岩相タイプ、石英含有量の高い砂
岩・シルト岩・粘土質岩、炭酸塩岩（石灰岩および苦灰岩）
、玄武岩質の溶岩層や斑レイ岩などの
塩基性岩をマッピングすることができた。これらの ASTER データから得られた結果は、現地にお
いて観察された地質状況とよく一致した。
③PALSAR 多偏波画像に見られる地質・地形との関係
PALSAR のフル偏波観測データ（相対画像）に認められた特徴的な地質・地形の事例を予備的
に研究することによって、PALSAR フル偏波データの地質学的・地形学的研究への応用の可能性
について検討した。以下、その画像の一例である。

図 3-1-1.3-6 タリム盆地北縁クチャ市近くの山岳地帯を観測する PALSAR 多偏波画像
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地形構造が粗い岩体は HV が相対的に高く、地形構造の細かい岩体は HH および VV が相対的に
高くなる傾向が認められた。従前より単一偏波 SAR 画像の解析において可能であった地質構造的
解析と併せて、PALSAR においては多偏波画像の解析により、新たな岩相情報が得られる可能性
が示された。しかし、今回の予備的事例研究においては、HH と VV の画像の間に顕著な差異は認
められなかった。
Ⅳ．まとめ
堆積岩区分図システムについては、ASTER-DEM モザイク作成機能の強化、ASTER-データフ
レームモザイクタイル作成機能の追加、PALSAR 多偏波画像表示機能の追加、およびその他の機
能拡張を実施した。また、現地調査により、本システムの正当性、有効性を確認できた。さらに、
PALSAR においては多偏波画像の解析により、新たな岩相情報が得られる可能性を示した。
３−１−１．４ 資源フュージョン解析技術の開発研究
Ⅰ．研究の背景・全体計画
近年、多様な衛星画像データや文献・資料など、デジタル化された画像等データが年々膨大に
なり、これらのデジタル情報の統合手法やデータマイニング技術の必要性が高まっている。ここ
では、多種類かつ大量の画像データの効率的な利活用のため、特に ASTER データや PALSAR デ
ータを用いて、有効かつ頑健なフュージョン技術を開発研究することにより、資源探査のための
高度な解析支援システムの構築を目標にしている。そのため、最新あるいは先進的なアルゴリズ
ム開発を行い、資源フュージョン解析支援システムのプロトタイプシステムの開発を目指す。
表 3-1-1.4-1 資源フュージョン解析技術の開発研究（年次計画）
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

要素アルゴ
リズム開発
要素技術調査
まとめ
要素技術開発：自動レジストレーション手法・分類手法・
変化抽出手法
GIS データとの融合解析手法

3-21

資源フュー
ジョン解析
支援システ

システム検討

ム（プロト
解析支援システム開発

タイプ）

（ロジスティックス支援等）

検証・まとめ

Ⅱ．概要
資源フュージョン解析技術の開発研究では４つの基盤要素技術に着目してきた。すなわち、①
自動的な画像位置合わせ、②効率的な画像分類、③高精度な変化抽出、そして③高度な画像融合
である。平成 17 年度〜平成 19 年度の３年間に、文献調査なども含め、画像の自動レジストレー
ション、分類アルゴリズム、変化抽出やフュージョン技術などの基盤共通的な要素技術を中心に
開発研究を進めてきた。平成 18 年度までの２年間では、自動画像レジストレーションのためのプ
ロトタイプシステム（GSJ/AIR）については、順次必要な最新アルゴリズムを拡張・追加してき
た。また、比較的新しい分類手法であるサポートベクターマシン（SVM）の実験評価や画像シャ
ープニング技術の整備なども実施してきた。平成 19 年度は、レジストレーションや分類アルゴリ
ズムを活用して、頑健な変化抽出手法の開発を行うとともに、未整備な要素技術の拡張を行った。
さらに構築を目指している資源フュージョン解析支援システムのプロトタイプについてのシステ
ム構成についてまとめた。
Ⅲ．成果
①自動画像レジストレーション高度化技術に関する研究
自動画像レジストレーション（GSJ/AIR と略す）システムの開発では、既存の地理情報システ
ム（GIS）やリモートセンシング処理ソフトウェアでは必ずしもうまく提供されていない課題を解
決すること、さらには機能の拡張を目的に研究した。今年度は、情報理論の１つで、凸関数を用
いたジェンセン不等式アルゴリズムをはじめ、画像間の類似度を測るために、合計で 10 種の一般
化および非一般化測度を追加開発した。また、シャノンのエントロピー以外の 20 種の新たなエン
トロピー測度を自動画像レジストレーションシステムに導入した。また、グローバルな最適値探
索のための粒子群最適化アルゴリズムを開発・整備した。これにより、類似度測度の選択や最適
値探索のための最適化器を一層フレキシブルに選ぶことが可能となり、様々なラスター・データ
間およびラスター・データとベクトル・データ間の位置合わせを強力に実現できるポテンシャル
を有するようになった。また、自動画像レジストレーションの応用の一環として、変化抽出アル
ゴリズムの開発と変化抽出実験を地震被害地を対象に実施した。
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(c) Enhanced visualization of damages
図 3-1-1.4-1 バム地震に関連して抽出された被害推定

② SVM-変化抽出システムの構築
サポートベクターマシン（SVM）アルゴリズムを用いて、衛星画像の変化抽出手法を開発した。
SVM アルゴリズムに基づき、対象クラスラベルに注目し、異なる時期における衛星画像の変化
抽出を行った。SVM 分類法は、多時期画像などの異なる生成源のデータを、確率分布についての
仮定を設けることがないので、スタックベクトルの形式で統合し、同一分類器に入力することが
できるため、斬新な temporal fusion 法を提供すると同時に、高精度かつ頑健さを有している。分
類法からの変化抽出へのアプローチを活用すれば、衛星画像と GIS データとして整備されつつあ
る数値地質図との融合的利用も期待される。
Simple Detector による最新技術要素を導入した変化抽出支援システムを図 3-1-1.4-2 に示した。

図 3-1-1.4-2 最新の変化抽出検出器によるバイナリ変化抽出マップの解析例

3-23

③

資源フュージョン解析支援システムの検討
要素技術として、衛星画像の地質判読が視覚的に実施されることが多いこともあり、新たな画

像強調手法を検討した。すなわち、画像を鮮鋭にするための画像シャープニング技術とは別な画
像強調手法の１つとして、雲被覆などによって生じてしまう日陰領域内での視認性向上を目的に
Retinex アルゴリズムに着目して、その利用を検討した。また、資源フュージョン解析を支援す
るためのプロトタイプシステムの構築については、開発してきた要素技術を核に、特にロジステ
ィクス利用を念頭に、このシステム機能について検討した。Retinex 処理の非常に基本的なフロー
を図 3-1-1.4-3 に示す。

図 3-1-1.4-3 Retinex アルゴリズムの一般的なフロー（Kimmel et al., 2003）
次に、Retinex 処理の結果を図 3-1-1.4-4 に示す。入力画像は ALOS 衛星「だいち」に搭載され
た PRISM 画像である。Retinex 処理の結果を見ると、日陰部分や火山からの噴煙によって生じた影
部分が適切に強調されて、地表の細かな様子を判読可能になっていることが分かる。

(a) 原画像（ALOS 衛星 PRISM 画像）

(b) 通常のヒストグラム等頻度化処理画像

(c) Retinex 処理画像
図 3-1-1.4-4 PRISM グレイスケール画像の画像強調例
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資源フュージョン解析支援システムの構築を目標に、その要素技術の開発を優先して実施して
きた。要素技術の開発は、研究の進展とともに継続する必要があるが、平成 19 年度は開発してき
た要素技術を利活用して、解析支援システムとして開発を目指す全体像を明確にしていくために、
同システムの検討を行った。図 3-1-1.4-5 に検討したシステム構成を示す。入力データ層に含ま
れるデータとしては、ASTER や PALSAR 画像、様々なラスター・データのほか、GIS データなど
のベクトル・データなどを想定している。可視化出力層では、ディスプレイなどへの処理・解析
結果である多様なディジタルデータを考えている。処理・解析層では、本研究で開発してきた要
素技術（レジストレーション、分類、変化抽出に加え、各種のマスク生成、画像フュージョンや
画像強調なども）を組み合わせたものを核としている。このプロトタイプを構築しつつ、既存の
確立された機能などで不可欠なものは追加する予定である。

図 3-1-1.4-5 資源フュージョン解析支援システムのプロトタイプ構成
Ⅳ．まとめ
自動画像レジストレーション（AIR）システムを多様なリモートセンシング画像のレジストレ
ーションを確度高く実施できるように拡張した。また、最新の変化抽出フレームワークを提案し、
フレキシブルな成果物作成を可能にした。また応用例として地震被害推定へ適用した。さらに、
画像分類では、資源フュージョン解析システムの構築を目指して、その中核となる SVM 技術を
SVM 分類システム及び SVM 変化抽出システムとしてアルゴリズムを整備・開発した。
活用して、
その上で、資源フュージョン解析支援システムとしての機能を検討し、そのシステム像の概要を
まとめた。また、開発してきた要素技術に立脚して、出力側の機能である画像強調手法について
も Retinex 強調処理手法についても利用可能とした。
３−１−１．５ PALSAR 高度利用技術
Ⅰ． 研究の背景・全体計画
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干渉 SAR は、GPS や水準測量では点または線的にしか観測できなかった地殻変動量を、面的
に観測でき、特に L バンド SAR である PALSAR は波長が長いため、植生の被覆が厚い地域でも
センチメートル単位で地殻変動を観測できる。また、干渉 SAR による地殻変動解析では、衛星の
軌道推定誤差などのため GPS の地殻変動結果より信頼性が低い現状もある。また、資源開発地域
で、石油・天然ガス・石炭などの採掘に伴い、地盤沈下が問題となっている。そのため、面的に
信頼性の高い地殻変動把握を目的に、干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動解析技術の開発が必
要とされている。
また、PALSAR データから土壌水分やラフネス等の差異を検出すれば、植生被覆下の地質を区
分できる可能性がある。PALSAR はマイクロ波の後方散乱強度だけでなく、その偏波特性も観測
できることから、偏波特性を含む地表面の後方散乱モデルを作成すれば、精度良く植生被覆下の
地質を区分できる可能性がある。このため、資源探査が一般に困難な植生被覆地域で、多偏波デ
ータを用いた植生被覆下の地質情報（土壌水分とラフネス等）を抽出するためのアルゴリズム開
発も併せて行う。
表 3-1-1.5-1 PALSAR 高度利用技術（年次計画）
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

PALSARの基本性能の確認 干渉SARとGPSの融合
地殻変動解
析技術開発
PALSAR高度利
用技術の研究

まとめ

後方散乱モデルの構築
地質情報抽
出アルゴリ
ズム開発

まとめ

Ⅱ．成果の概要
平成 19 年度は、GPS データを用いた衛星基線情報の高精度化に関する研究では、シーンの一
部に地殻変動が見られる中越沖地震、フルネーズ火山、千葉県九十九里平野の 3 地域について
InSAR による解析を行い、他観測手段による結果と比較した。その結果、1)水準測量のように隆
起・沈降量しか計測できない観測手段の結果と比較する場合にはアセンディング、ディセンディ
ング両観測を用いて 2 次元変位を計算し、準鉛直変位量として比較すべきであること、2)GPS を
用いて InSAR の結果を補正する場合には InSAR の観測と同期した GPS 観測が必要であること、
の 2 点が明らかになった。植生被覆下の地表面情報を抽出するためのアルゴリズム開発について
は、現地調査を実施するための環境を整備すると共に、PALSAR の観測と同期した現地調査を実
施した。
Ⅲ．成果
①GPS データを用いた衛星基線情報の高精度化に関する研究
InSAR による地殻変動の検出における誤差要因のうち、衛星の軌道情報の誤差は長周期の位相誤差
となって現れる。InSAR 画像においては地殻変動のない地域は同位相となるため、地殻変動がないことが
既知である領域の残位相を衛星の軌道情報の誤差によるものであると見做してその真値を推定するとい
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うことが現時点では行われている。
しかしこの手法では、干渉画像中に十分広い地殻変動がない領域が存在し、かつその位置が既知で
あることが前提となる。そのため軌道情報の推定にある程度の恣意性が介入し、得られた地殻変動マップ
に長波長の誤差が含まれる可能性がある。またシーンの大半が海に覆われている場合など、そもそも地
殻変動がない部分を十分確保できないケースも存在する。これを回避するためには軌道情報の推定に
他観測手段によるグラウンドトゥルースを組み込むことが有用である。その際、他観測手段に求められるも
のは、1)SAR レーダーによる観測と同期した地殻変動量が求められる、2)InSAR による地殻変動観測と同
程度かそれ以上の精度をもつ、3)1 シーン中に最低でも数点の観測点が含まれる、の 3 点である。以上か
ら、軌道情報の推定に用いるグラウンドトゥルースとしては日本国内では GPS が最適であると考えられる。
GPS による軌道情報推定の高精度化を実現するために、本年度は地殻変動を含み、かつそれが画像
中の一部のみである場合には長周期の位相誤差は十分小さいと仮定し、他観測と比較する際に問題と
なりうる要因について検証した。テストサイトには 2007 年 7 月に地震のあった新潟県中越地方、2007 年 4
月に大規模な噴火があったフルネーズ火山（フランス領レユニオン島）、1990 年代からガスの採取による
地盤沈下地域である千葉県九十九里平野の３ケースを用いた。
2007 年新潟県年新潟県中越沖地震に伴う地殻変動
図 3-1-1.5-1 に 2007 年 1 月 16 日と 7 月 19 日に観測された PALSAR 画像から得られた地殻変動マッ
プと、2006 年 9 月 11 日と 2007 年 9 月 14 日に観測された PALSAR 画像から得られた地殻変動マップを
示す。地震による地殻変動はシーンの約 1/10 の領域を占めるのみであり、GPS による観測によってその
他の地域での地殻変動が微小であることが既知であるため、前章で述べた仮定が成り立つ。精度評価の
ための比較対象には産業技術総合研究所活断層研究センターによるカキの分布高度から求めた隆起量
を用いた。InSAR による観測では衛星の視線方向の変位のみしか検出されないため、仮に実際の変位方
向が鉛直方向であるとした場合の隆起量を表 3-1-1.5-2 に示す。
計算された隆起量が実測値と一致しないのは、実際の変位方向が鉛直方向であるとした仮定が間違
っていたためであると考えられる。
アセンディング、ディセンディング両観測のデータがある場合には、両観測の視線ベクトルを含む平面
上での 2 次元変位を求めることができる（図 3-1-1.5-2）。今回解析したペアの組み合わせでは、この平面
の鉛直線とのなす角が約 8°とほぼ鉛直方向であるため、これを準鉛直成分としてカキの分布高度から
求められた隆起量と比較した結果、荒浜漁港を除く 3 点ではよく一致した（表 3-1-1.5-3）。荒浜漁港では
30cm もの差が見られるが、その原因は不明である。
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図 13-1-1.5-１ PALSAR から得られた中越沖地震による地殻変動マップ。色の１サイクルは 11.8cm
の視線距離の変化を表し、水色→黄色→紫色の色の変化が衛星に近づく方向を表す。また灰色の部
分はアンラッピングできなかった部分を表す。左）ディセンディング画像(2007 年 1 月 16 日〜7 月 19 日)
右）アセンディング画像(2006 年 9 月 11 日〜2007 年 9 月 14 日)
表 3-1-1.5-2 カキの分布高度から求められた隆起量と、実際の変位が鉛直方向である
と仮定した場合のアセンディング、ディセンディング各画像から求めた隆起量との比較
出雲崎

石地漁港

椎谷漁港

荒浜漁港

カキの分布高度

+10cm

+15cm

+25cm

+10cm

ディセンディング

+14.6cm

+23.5cm

+28.8cm

-30.8cm

アセンディング

+1.0cm

+5.1cm

+14.1cm

-4.2cm

図 3-1-1.5-2 Ascending、Descending 両観測と２つの視線ベクトルを含む平面上での 2 次元変位と
の関係。両観測から赤矢印で示したような変位量が得られたとすると、青矢印で示した 2 次元変位が
計算できる。平面の走行は東西方向であり、鉛直面から南に約 8 度傾く
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表 3-1-1.5-3 カキの分布高度から求められた隆起量とアセンディング、ディセンディング
両観測から求められた隆起量との比較

カキの分布高度

出雲崎

石地漁港

椎谷漁港

荒浜漁港

+10cm

+15cm

+25cm

+10cm

+17.5cm

+26.3cm

-21.5cm

InSAR（2 次元） +9.5cm
フルネーズ 火山 2007 年噴火に伴う地殻変動

図 3-1-1.5-3 に 2007 年 2 月 20 日と 5 月 23 日に観測された PALSAR 画像から得られた地殻変動マッ
プを示す。変動域の画像全体に占める割合は 2007 年新潟県年新潟県中越沖地震の場合よりもさらに小
さいが、画像中には地殻変動であるとは考えにくいパターンが 見られる。山頂部で行われた GPS 観測に
よる結果(*2)から衛星の視線方向の変位量を計算し、PALSAR による観測と比較したものを図 3-1-1.5-4
に示す。GPS から計算された視線方向の変位量と InSAR から得られた変位量は概ね一致するが、測線
TR において最大 13cm の差が見られる。この領域では 2007 年 2 月以前には視線距離の短縮が見えて
おり、GPS の変位量は 3 月から 5 月までのものであるため、これは視線距離短縮のセンスの地殻変動が 3
月まで続いたことを示唆している。一方測線 TM においても同様に系統的な差が見られるが、こちらは 2
月以前には目立った地殻変動は観測されておらず、原因は不明である。全ての点を用いた GPS と InSAR
の RMS 誤差は 9.5cm であるが、TR、TM 両測線と、周囲の観測値から GPS の変位量が異常であると考え
られる TC41 を除いた場合には RMS 誤差は 6.0cm に改善する。

図 3-1-1.5-3 2007 年 2 月 20 日と 5 月 23 日の
PALSAR 画像から得られたフルネーズ火山の
地殻変動マップ

図 3-1-1.5-4 GPS（3 月〜5 月）による変位量
から計算した視線方向変位と InSAR の結果
の比較。赤が GPS、青が InSAR による変位量

千葉県九十九里平野における地盤沈下
図 3-1-1.5-5 に 2006 年 9 月 23 日と 2007 年 12 月 27 日に観測された PALSAR 画像から得られた地
殻変動マップを示す。東金市に最大 4.3cm の視線距離の増加が見られる。変位の方向を鉛直方向のみ
と仮定した場合の沈下量は 4.4cm/年であり、沈下量 2cm/年以上の地域の面積は約 140km2 であった。
環境庁報道発表資料(*3)によると、平成 18 年度のこの地域での最大沈下量は 2.36cm であり、2cm 以上
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の沈下面積は 11.7km2 とされている。フルネーズ火山と同様変動域のシーン全体に占める割合が小さい
ため、衛星の軌道情報の誤差による偽の変動であるとは考えにくいが、2007 年新潟県年新潟県中越沖
地震のように変位の方向が鉛直ではない可能性、ケース 2 のように観測期間が異なるため平成 19 年度か
ら沈下スピードが増加した可能性、および局所的な大気遅延による偽の変位である可能性は否定できな
い。

図 3-1-1.5-5 2006 年 9 月 23 日と 2007 年 12 月 27 日の PALSAR 画像から得られた
千葉県九十九里平野の変動マップ
紫色の領域（周囲に比べて視線距離増加）は東金市
②植生被覆下の地表面情報を抽出するためのアルゴリズム開発
PALSAR データと植生被覆下の土壌水分との比較解析を実施するため、植生被覆下の土壌水分
とラフネスおよび森林バイオマスの現地調査を実施した。現地調査は、植生および土壌の違う対
象を考慮して、北海道、福島、群馬に調査地点を設定して実施した。
現地調査対象地域
PALSAR データからの植生被覆下における基本的な地質情報である地表面情報の抽出可能性を
調べるため、つぎの観測場所を選定した。地表面が平坦で森林が被覆する対象として北海道苫小
牧、地表面に傾斜を含む森林が被覆する対象として福島県猪苗代、地表面を田畑が被覆する対象
として北海道芽室（畑地）と群馬県前橋（水田および畑地）、森林が被覆し地表面が冠水する対象
として北海道釧路湿原、合計 5 つの対象地域において現地調査を実施し、主として植生のバイオ
マスと土壌水分に関連するトルースデータを取得した。
トルースデータ取得項目
現地調査の実施は、PALSAR の観測スケジュールと同期する様に調整し、各対象地域において
複数の測定点を設定してトルースデータを取得した。測定点では、10 m x 10 m から 20 m x 20 m
の正方区を設定し、正方区内において植生のバイオマスと土壌の測定を実施した。両測定に共通
の測定項目は、GPS 受信機を用いた位置情報、正方区の 4 隅から正方区内を撮影する写真記録で
ある。
植生のバイオマスの測定項目の内、森林の場合は正方区内の全ての木について樹種、樹高、胸
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高直径を測定した。これら測定結果から、幹材積を計算して密度を考慮することによって、地上
部バイオマスを求める。また、葉面積および天空率を測定するため、正方区の中心部において魚
眼レンズを装着したデジタルカメラを天空に向けて撮影することで記録した。この記録例を図
3-1-1.5-6 に示す。この結果は葉面積算出ソフトウェアを用いて解析する。水田の場合は正方区内
の全ての稲について 1 株当たりの本数、高さ、茎の太さ、穂が付いてからは籾の個数を測定した。
また、正方区内の任意の 1 株を採取して現存重量を測定した後、100ºC に設定したオーブンで 48
時間乾燥させて乾燥重量を測定した。
土壌の測定項目は土壌水分とラフネスの測定に分けられる。土壌表面水分は正方区内の 4 隅お
よび中心の最低 5 点において土壌水分計を用いて、PALSAR のマイクロ波浸透深さに関係する土
壌表面の体積含水率を測定した。一部の場所では、土壌を鉛直方向に掘削し（30 cm から 50 cm
深）
、土質の断面を写真撮影すると共に、土質毎の体積含水率を測定した。ラフネスの測定は土壌
表面水分と同様に正方区内の 4 隅および中心の 5 点において、くし形ラフネス計（図 3-1-1.5-7）
を用いてくし形ラフネス計を写真撮影して記録した。この結果は計算機でデジタイジングして、
PALSAR と関係する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
算する。

図 3-1-1.5-6 天空写真記録の例

図 3-1-1.5-7 くし形ラフネス計

トルースデータ取得結果
本報告書を作成段階においてトルースデータ取得結果を解析中であるため、ここではトルース
データ取得結果の内、土壌表面水分（以降、土壌水分と呼ぶ）に限定してその概要を記述する。
土壌水分データの取得は、地表面が冠水している北海道釧路を除く 4 つの対象地域において実施
した。各地域と土壌水分の関係を図 3-1-1.5-8 に示す。図 3-1-1.5-8 から、調査対象地域における
土壌水分は、地表面を被覆する植生の違いを反映する傾向が見られ、本研究の対象地域の選定は
良好であった。
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図 3-1-1.5-8 調査対象地域と土壌水分の関係
Ⅳ．まとめ
GPS データを用いた衛星基線情報の高精度化に関する研究では、シーンの一部に地殻変動が見
られる中越沖地震、フルネーズ火山、千葉県九十九里平野の 3 地域について InSAR による解析を
行い、他観測手段による結果と比較した。その結果、1)水準測量のように隆起・沈降量しか計測
できない観測手段の結果と比較する場合にはアセンディング、ディセンディング両観測を用いて
2 次元変位を計算し、準鉛直変位量として比較すべきであること、2)GPS を用いて InSAR の結果
を補正する場合には InSAR の観測と同期した GPS 観測が必要であること、の 2 点が明らかにな
った。
植生被覆下における基本的な地質情報である地表面情報の抽出可能性を調べるため、合計 5 つ
の対象地域において現地調査を実施し、主として植生のバイオマスと土壌水分に関連するトルー
スデータを取得した。調査対象地域における土壌水分は、地表面を被覆する植生の違いを反映す
る傾向が見られ、本研究の対象地域の選定は良好であった。今後、トルースデータの解析結果と
PALSAR データとの比較・解析を実施する。
３−１−２ 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
３−１−２．１ 東アジア地域データベース利用技術
Ⅰ．研究の背景・全体計画
本研究では、東アジア地域の地質図・地質構造図・自然災害図・堆積盆図を統合したデータベ
ースを構築し、堆積盆データベースの画像および解析データと統合利用する。東アジア地域全域
のデータベース構築のため、東アジア数値地質図を作成、自然災害データベースの更新・改訂、
堆積盆・地質構造の情報収集を実施する。そのために、これまで紙ベースであったり、縮尺・精
度が様々であった古い地質情報を更新し、統一したデータベースを構築する必要がある。そのた
めに最新地質情報の収集、データの数値化・標準化、基準地形図の統一などが必要になる。アジ
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ア地域の資源探査、各種衛星データの解釈のためには、アジア全域の詳細な地質図が必要である。
アジア各国と協力して、最新の地質情報による 500 万分の 1 アジア地質図を作成するとともに、
世界標準に則った数値地質図データベースとして整備する。これまでにアジア各国でいくつかの
地質図が作成されてはいるが、いくつかは作成年代が古く、また、アジア全域で統一凡例によっ
て作成された地質図は存在しない。また、数値化することにより、地理情報システム(GIS)を用い
て、衛星画像データや数値標高(DEM)データ、重力異常データなど各種地球物理データとの重ね合
わせが容易となり、より高度なデータ解析が行えるようになる。また、海域についてもデータの
コンパイルを実施し、海域の数値地質図を作成する。このアジア数値地質図の作成により、より
高度な衛星データの利用が可能になると期待できる。
東アジアにおける地質図・地質構造図・自然災害図・堆積盆図を統合したデータベースを構築
するため、新たな地質図を編集するとともに、標準化された地質図データベースとして整備する。
また、東アジアの地質構造・自然災害・堆積盆に関する地質情報を収集し、統合されたデータベ
ースを構築するとともに、衛星画像データの解析に資する情報提供を行う。東アジア各国と協力
して、最新の情報と新たな技術で新しい東アジア数値地質図を作成する。 そのため、500 万分の
1 アジア国際数値地質図(1:5M International Geological Map of Asia; IGMA5000)プロジェクト
に参加し、東アジア地域（島嶼部及び海域）を担当し、数値地質図を作成する。アジア共通凡例
の作成を行うとともに、海域の標準凡例作成に主導的役割を果たす。作業は、地理情報システム
(GIS)を使用し、数値化することにより、各種衛星データとの比較検討を容易にする。東アジアの
地質構造についての最新の情報を入手するために、現地調査を含めた情報収集を実施する。特に
堆積盆周辺の活動的な造山帯の造構作用について、アジア各国の研究者と協力や現地調査を通じ
て最新の研究成果・地質構造情報を入手する。 東アジアの自然災害データベースについては、
既存データベースを更新するとともに、従来東アジアに限定されていたデータベースの範囲を広
げるためのデータ収集と表示ソフトウェアの改訂を行う。
Ⅱ． 成果の概要
平成 19 年度は、東・東南アジアの地質図編纂を推進するとともに、地質情報標準に関する研究
を実施した。また、タイ北部の地質構造調査を実施するとともに、バンコクで行われた地質シン
ポジウムにおいて、アジアの地質構造発達史について研究発表を実施した。
地質図作成においては、各国からもたらされた新たな地質図情報に基づいて、アジア地域の地
質図の改変作業を実施した。また、海域の地質図について中国や韓国の海域の情報とのマッチン
グを行った。
タイ北部の地質構造調査においては、

チェンマイ周辺において、石油堆積盆の構造的成因を

解明するため、その基盤であるインタノン帯の地質調査及び試料採取を行った。今回は特に、デ
ボン紀から石炭紀のチャートの構造と年代のチェック、石灰岩の下位に発達する破断相や衝上断
層などの構造解析を行った。
Ⅲ．成果
500 万分の 1 アジア国際数値地質図(IGMA5000)の作成のため、昨年度作成した東アジア・東南
アジア地域地質図のデータのデータ構造を改変した。インドネシアについては、インドネシア西
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部のアチェ地域の新しい地質情報(図 3-1-2.1-1)がインドネシアの研究者からもたらされたため
修正し、インドネシア周辺の地質情報を更新した（図 3-1-2.1-2）。海域のデータに関しては、凡
例を更新し（図 3-1-2.1-3）
、海域の地質情報を更新した（図 3-1-2.1-4）
。これらの地質図につい
て、中国杭州での作業部会会議に出席し、意見交換を行った。この会議では、新たに海洋地質の
担当、荒井氏を選定し、紹介した。また、アジアの地質図情報収集のため、アジア各国の研究者
を招聘し、OneGeology‑Asia の会合を日本で開催した。
東南アジアの地質情報整備のため、タイにて地質調査を実施した。タイ東北部イーサン地域に
広く分布する中生界コラート層群にて、風成堆積物および河川成堆積物の調査を行った。東南ア
ジア周辺における中生代の古環境復元とともに、それに基づく詳細な地質体の広域対比が期待さ
れる。タイ南部のカノン地域および北部のチェンダオ地域では、インドチャイナ地塊とシブマス
地塊の衝突領域（図 3-1-2.1-5）にあたり、複雑な地史を経験しているにも関わらず、その地質学
的情報は乏しい。タイ南部のカノン地域では、大陸衝突によって形成された高圧変成岩が露出す
ることが期待された。しかし現地調査において確認されたのは、変形した花崗岩(正片麻岩，図
3-1-2.1-6)とガーネット・黒雲母を含む白雲母片岩であり、高圧変成作用を受けた形成を見いだ
すことはできなかった。タイ北部のチェンダオ地域では、インドチャイナ地塊に対し古テチス海
が沈み込んで形成された付加体とそれに関係したスラストが発達する。今回新に付加体を特徴づ
ける破断相（図 3-1-2.1-7）や東→西向きを示すスラスト露頭（図 3-1-2.1-8）を数カ所で確認し
た。これまでのデータと合わせ、広域的な構造解析によって、大陸衝突に関わる運動像の復元に
ついて検討を進める。また前回の調査で明らかになった筆石を含む黒色頁岩から、珪酸に富むチ
ャートへの漸移関係について、その酸化還元環境を見積もるために、岩石試料を採取した。試料
の分析によって、古テチス海のオープニングから収束までのプロセスをより実証的に検討する。
またアジアの地質層序と地質構造解明のため、国際シンポジウム（IGCP516, AOGS，IAGR Annual
Convention）に参加し、研究発表を行うとともに、意見交換等で地質情報の収集に努めた。また、
タイの地質調査及び地質図作成に関する意見交換のため、タイ地質鉱山局の研究者を招聘した。

図 3-1-2.1-1 インドネシアアチェ地域の最新地質図情報
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図 3-1-2.1-2 インドネシア周辺の地質図（更新済み）

図 3-1-2.1-3 平成 19 年度に新たに作成し直した、アジアの海域地質図凡例
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図 3-1-2.1-4 500 万分の 1 アジア国際数値地質図(IGMA5000)の修正データ

図 3-1-2.1-5 東南アジア周辺の地帯構造区分と平成 19 年度の調査地域
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図 3-1-2.1-6 カノン地域の花崗岩(正片麻岩)の露頭

図 3-1-2.1-7 破断相の露頭。本来は砂岩泥岩互層であったが、現在は著しく変形している
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図 3-1-2.1-8 衝上断層。古生代前期の地層の上位に発達し、この構造的な上位には
ペルム紀の石灰岩が分布している
Ⅳ．まとめ
500 万分の 1 アジア数値地質図の東アジア・東南アジア地域の数値地質図のデータ構造や地質
区分を再編集した。アジア各国の協力によって作成されたアジア全域の統一凡例地質図は、世界
標準に準拠し、地理情報システムで扱うことができるため、各種衛星データや地球物理データな
どと容易に重ね合わせることが可能である。そのため、アジア全域の資源探査などに有効に活用
できる。また、ハザードマップ作成のための基本図としても使用できる。
地質構造の研究は、現地での野外調査と研究集会等での研究者との情報交流によって、データ
整備を実施している。地質図と地質構造情報は密接に関連しており、他の地質情報の基礎となる
ので重要である。タイ，ラオス，ベトナム，中国との連携によって、より広域の精度の高い地質
情報が得られつつある。
アジアの自然災害図データベースの更新を行い、今後の発展の可能性を検討した。アジア各国
の協力を得て、より広範囲で、最新のデータを盛り込んだデータベースの更新を継続的に実施す
る。この研究では、以上のように、アジアの地質図・地質構造図・自然災害図・堆積盆図のデー
タベース整備を実施し、衛星画像データと統合することによって、アジアの環境・資源・防災等
に資することを目指している。
３−１−２．２ 東アジア衛星 DEM
I. 研究の背景・全体計画
本研究では東アジア地域において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
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アジア衛星データセットを作成するために必要な自動モザイクソフトウエアを作成し、東アジア
衛星 DEM を作成する。東アジア衛星 DEM には 30m(1 秒)メッシュの DEM、15‑30m(0.5‑1 秒) メッシ
ュの反射率マップおよび 90m(3 秒) メッシュの反射率マップが含まれる。
Ⅱ. 成果の概要
東アジア衛星データセットの作成方法について再検討し、アルゴリズムの一部を修正した。こ
れによって、DEM の精度を著しく向上することができた。また、前年度に開発したソフトウエア
に改良を加え、緯度 10 度×経度 10 度の範囲においてモザイク DEM・オルソ画像を作成し、良好
な結果を得た。
Ⅲ. 成果
①東アジア衛星データセットの作成方法
広域の DEM は、GTOPO30 や SRTM のように、特定の地図投影法を用いず、緯度経度格子点での標
高を提供していることが多いことから、ここで作成する DEM も緯度経度格子点での標高を提供す
ることとした。ASTER のステレオ画像ペアから作成される DEM の空間分解能は 30m であり、VNIR、
SWIR、TIR の空間分解能は、それぞれ、15ｍ、30ｍ、90ｍであることから、東アジア衛星データ
セットの空間分解能を表 3-1-2.2-1 のとおりとした。
表 3-1-2.2-1 東アジア衛星データセットの空間分解能
Spatial resolution (sec)

Range

Format

VNIR

SWIR

TIR

DEM

0.5

1

3

East Asia up to 82N

TBD

Ortho

0.5

1

3

East Asia up to 82N

TBD

Reflectance

0.5

1

‑

East Asia up to 82N

TBD

Emissivity

‑

‑

3

East Asia up to 82N

TBD

ASTER から作成した DEM の誤差要因は以下の 3 点であると考えられる。
1) 雲
2) 対応点のミスマッチング
3) 衛星の位置・姿勢の誤差による DEM の水平・垂直方向のオフセット
この中で雲の存在は最も大きな誤差要因である。当然、雲によって地表が観測できない場合は
DEM を計算することはできない。また、雲と地表の境界付近では、計算した DEM に雲の影響が含
まれている場合があるので、注意が必要である。このため、画像中の雲を自動判定して、雲の部
分の DEM 値を無効とし、DEM のモザイクに悪影響を与えない考慮が必要である。また、DEM のモザ
イク処理で同一地点で観測された複数の標高値を統計的に処理して雲の影響を低減することも必
要である。本年度は雲域を拡張し、精度の悪い DEM を除外するアルゴリズムを考案し、対応する
ソフトウエアを開発した。
標高は対応点の視差の大きさを基に計算している。対応点は直下視画像と後方視画像の相関に
よって決定しているが、直線的な構造物や 2 方向性反射率が大きく異なる対象ではミスマッチン
グが生じる。今のところ、対応点のミスマッチングについては有効な対策がない。
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衛星の位置・姿勢の誤差による DEM の水平・垂直方向のオフセットについては、おおむね、水
平方向 50m、垂直方向 20m 程度を想定しているが、観測日毎に作成した DEM の相関から水平・垂
直方向のオフセットを推定し、これを補正することを考えている。本年度は、この補正アルゴリ
ズムを考案し、対応するソフトウエアを開発した。
東アジア衛星データセットを作成する具体的な手法を以下のとおりである。まず、ASTER のレベ
ル０データを ERSDAC から産総研に転送し、L0 処理を実施して L1A を作成する。この処理では最
新の L0 処理ソフトウエアを使用するため、過去の L0 処理ソフトウエアで問題となった「地球回
転角の誤差」
、
「章動による誤差」等の問題を解消することができる。次に、L１A データを DEM・
オルソ処理ソフトウエア(L3 処理ソフトウエア)を用いて DEM・オルソデータに変換する。ここで、
雲量評価や反射率、放射率の計算を実施する。さらに、モザイクを実施する単位(緯度方向１度×
経度方向１度、以降、タイルと呼ぶ)内で同一日に観測されたシーンをモザイクする。このモザイ
ク処理は、本来連続して観測されたシーンのモザイクであるため、簡単である。
次に、タイル内で観測された全てのモザイクされたシーンをスタッキングして、DEM の初期値を
計算する。スタッキングの方法はタイル内の全ての点(１秒間隔)において、モザイクされたシー
ンの標高のうち雲域でないと判定された値をサーチし、その範囲が 50m 以下(TBR)になるまで平均
値から一番離れた標高地を除外する。残った標高値を平均してその点の標高とする。除外された
シーンの点については、雲量評価の値を雲域に更新する。本年度は、この処理のアルゴリズムを、
図 3-1-2.2-1 に示すように 3 回のスタック処理に変更した。1 回目のスタック処理(図 3-1-2.2-1
の左側)で雲域を判定し、Cloud mask2 を作成し、Cloud mask2 とオルソ画像からオルソ画像のモ
ザイクを作成する。さらに、オルソ画像のモザイクと各観測から得られたオルソ画像の相関から
位置誤差と標高誤差を計算する。2 回目のスタック処理(図 3-1-2.2-1 の中)では、各観測における
位置誤差と標高誤差して、雲域を判定し、Cloud mask3 を作成する。さらに、雲の近くの DEM は
品質が悪いと考えられることから雲域 Cloud mask3 を拡張して、Cloud mask４を作成する。3 回
目のスタック処理(図 3-1-2.2-1 の右側)では、雲域 Cloud mask４以外の DEM をスタックして最終
的な DEM のモザイクを作成するとともに、オルソ画像や反射率、放射率をモザイクするときに必
要な雲域 Cloud mask5 を作成する。
これらの処理を実施するには以下のソフトウエアが必要となる。
1) L0 Processor
L0 データから L1 データを作成するソフトウエア。GDS で開発したソフトを流用する。
2) L3 Processor
L1 データから DEM・オルソ画像を作成するソフトウエア。市販ソフトを導入済み。
3) Cloud detection
反射率、温度から雲マスクを作成するソフトウエア。本年度開発済み。
4) Reflectance processor
DEM・オルソ画像から反射率を計算するソフトウエア。長崎大学で開発中。
5) Emissivity processor
DEM・オルソ画像から放射率を計算するソフトウエア。茨城大学で開発中。
6) Successive scene mosaic processor
同一日に観測されたシーンをモザイクするソフトウエア。H18 年度開発済み。
3-40

7) DEM mosaic prosessor
観測された全てのモザイクされたシーンをスタッキングして、DEM を計算するソフトウエア。
標高を楕円体高からジオイド高に変換する。本年度開発済み。
8) Dx, dy, dh estimator
DEM の初期値と各観測で得られた DEM の相関から、位置誤差と垂直方向のオフセットを計算す
るソフトウエア。本年度開発済み。
9) DEM assessment
作成した DEM を既存の DEM と比較して評価するソフトウエア。本年度一部開発。
10) Reflectance / Emissivity mosaic processor
反射率、放射率をモザイクするソフトウエア。未開発。

図 3-1-2.2-1 変更した DEM スタック処理フロー
②モンゴル南部地域とエベレストを含む小領域おける試験
今年度変更した DEM のスタック処理アルゴリズムが DEM の品質向上に役立つかどうかを検証
するため、モンゴル南部地域とエベレストを含む地域において、開発したソフトウエアを使用
して DEM モザイク作成テストを実施した。図 3-1-2.2-2(a)はモンゴル南部地域の例である。左側
の画像は雲域を白で表しているが、右側の画像の影の部分と良く一致している。中の画像は右
側の雲域を拡張したものであるが、雲の陰や雲の隙間も雲域としており、精度の悪い DEM を除
外することが期待される。一方、図 3-1-2.2-2(b)はエベレストを含む地域の例であるが、雲の無
い部分も雲と判定されている。これは、急傾斜地では、観測毎に DEM の値がばらついて、正し
く DEM が計算されていないと判定されたためである。これを防止するためには傾斜によって DEM
の値がばらつくことを考慮する必要があり、今後の課題である。
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(a) モンゴル南部の緩傾斜地域の例

(b) エベレストを含む急傾斜地域の例

図 3-1-2.2-2 に雲域の拡張に関する処理例
モザイクしたオルソ画像と各観測から得られたオルソ画像の相関から得られた水平方向の誤差
は VNIR のピクセルを単位として 2 ピクセル以内、つまり、30m 以内であることがわかる(図
3-1-2.2-3(a))。また、上下方向の誤差は 15ｍ以内である(図 3-1-2.2-3(b))。これらの水平および垂
直誤差の値はこれまでに報告された誤差と矛盾はない。これらの誤差を補正することによって、
モザイク DEM の精度向上が期待される。

(a) 東西方向(X 軸)と南北方向(Y 軸)の

(b) 東西方向(X 軸)と上下方向(Y 軸)の

誤差の平均と標準偏差

誤差の平均と標準偏差

図 3-1-2.2-3 モザイクしたオルソ画像と各観測から得られたオルソ画像の相関から得られた誤差
単位は VNIR のピクセル(15m、東西方向と南北方向)および m(上下方向)
図 3-1-2.2-4 に作成したモザイク DEM と SRTM の残差のヒストグラムを示す。上記の位置誤差を
補正した場合、残差の平均は 4.2m、標準偏差は 3.3m となり、補正なしの場合(残差の平均は 5.7m、
標準偏差は 4.1m)に比較して、著しく精度が向上した。
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図 3-1-2.2-4 作成したモザイク DEM と SRTM の残差のヒストグラム
実線は位置補正なし、点線は位置補正済みのヒストグラム
③広域での試験
中国内モンゴルからモンゴル中部、
北緯 40 度から 50 度、
東経 100 度から 110 度の領域において、
100 タイルのモザイク DEM・オルソ画像を作成し、これをモザイクした(図 3-1-2.2-5)。この処理
には、この範囲これまでに撮影された 5205 シーン全てを使った。領域の面積は約 80 万ｋm2、1 シ
ーンの面積を 3600ｋm2 とすると、平均撮影回数は 23.4 回であり、全球での平均(30 回)よりやや
少ない。領域の南東には黄河が流れ、比較的植生が繁茂する低地が見られる。領域の中央部分は
植生が少なく、平坦なゴビ砂漠である。北部は植生が多く、起伏に富む地形である。北部のオル
ソ画像は、白く見える部分があるが、これは、冬季における雪の影響であると考えられる。冬季
の画像が多く取得された地域は雪の影響で白く、夏季の画像が多く取得された地域は植生の影響
で赤く見えると思われる。
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(a) DEM

(b) オルソ画像

図 3-1-2.2-5 中国内モンゴルからモンゴル中部におけるモザイク ASTER DEM・オルソ画像
DEM が計算できなかった割合が大きいタイルは全体の領域の端の部分に点在し(図 3-1-2.2-6(a))、
その割合は 6％を超えるものもあった(図 3-1-2.2-6(b))。最も DEM が計算できなかった割合が大き
いタイルは領域の北端の N49E106 であるが(図 3-1-2.2-6(a))、観測回数が少なく、しかも、雲がか
かることが多かった。しかし、計算できなかった割合の平均は 0.45％であり、70％以上の地域で
0.2％以下であることから、良好と思われる(図 3-1-2.2-6(b))。

(a) DEM が計算できなかったタイルの空間分布

(b) DEM が計算できなかった割合のヒストグラム

白いほど DEM が計算できなかった割合が大きい
図 3-1-2.2-6 DEM が計算できなかった地域の空間分布と統計
Ⅳ．まとめ
H1９年度は東アジア衛星データセットの作成方法について再検討し、アルゴリズムの一部を修
正した。これによって、DEM の精度を著しく向上することができた。また、前年度に開発したソ
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フトウエアに改良を加え、緯度 10 度×経度 10 度の範囲においてモザイク DEM・オルソ画像を作
成し、良好な結果を得た。
３−１−３ 石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
３−１−３．１ ASTER 地上データシステム
ASTER センサは平成１１年１２月の打上後、５年間の設計寿命を３年以上越えて順調に観測
を継続している。地上データシステムは機器設備更新やアルゴリズム更新を適時実施し、平成 19
年度末において目標とした機能、処理保存数・配付数等の目標値について、すべて達成している。
図 3-1-3.1-1 に打上後からの ASTER 観測数の年度別推移を示す。平成１９年度においては年間１
６万シーン以上の観測を実施し、図 3-1-3.1-2 に示すように、複数回の観測により地球の陸域の
大半で良好な画像を取得している。また。標準処理数、高次処理数、配付数も平成 19 年度末時点
ですべて目標数を達成している。なお、標準処理 L1B は平成１８年度に、ユーザからの要求があ
る場合にのみ処理するオンデマンド方式に変更したため、それ以降の処理数は平成１８年以前に
比べて１／３程度となっている。
ASTER観測数
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図 3-1-3.1-1 年度別 ASTER 観測数の推移（平成 11 年度は 20 日間のみ運用）
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図 3-1-3.1-2 ASTER の全球観測状況（被雲率の小さい画像を最上位として作成、平成 19 年 3 月現在）
表 3-1-3.1 ASTER 地上データシステムの成果と目標達成度
平成 12(10 月)〜18

年度

平成 19

総計

目標数

達成度

■観測数

1,323,058

161,120

1,484,178

N/A

N/A

■標準処理 L1A ｼｰﾝ数

1,218,235

157,644

1,375,879

90 万ｼｰﾝ以上

153%

■標準処理 L1B ｼｰﾝ数

279,164

10,773

289,937

20 万ｼｰﾝ以上

145%

31,517

10,136

41,653

2.5 万ｼｰﾝ以上

167%

121,289

26,126

147,415

5 万ｼｰﾝ以上

295%

■高次処理ｼｰﾝ数
■配付数

３−１−３．２

PALSAR 地上データシステム

PALSAR は搭載する ALOS 衛星の打上が当初の予定より３年半あまり遅れ平成１８年１月の
打上となった。打上後約９ヶ月間をかけてセンサ初期機能確認、及び地上データシステム初期機
能確認を行った後同年 12 月から定常運用を開始した。ALOS の打上げ及び定常運用の開始遅れの
ため、プロダクト生産目標数の達成に関しては表 3-1-3.2 に示すように当初予定より大幅に遅れて
いる。ただし、１日当りの処理能力は設計どおりであるため、ALOS 運用が予定通り進めば事業
終了時までには目標達成は可能であると見込まれる。また、配付数は、今後利用促進活動を積極
的に進めるとともに、付加価値データセット作成検討を行い目標達成に努める。
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表 3-1-3.2 PALSAR 地上データシステムの成果と目標達成度
年度
■観測数
■標準処理 L1.5 ｼｰﾝ数
■ 高 次 処 理 L4.1 及 び

平成 17〜18

平成 19

総計

目標数

達成度

324,691

522,632

847,323

N/A

N/A

20,099

40,688

60,787

18 万ｼｰﾝ以上

34%

4,091

8,737

12,828

2 万ｼｰﾝ以上

64%

1,183

4,633

5,817

5 万ｼｰﾝ以上

12%

L4.2 ｼｰﾝ数
■配付数

なお、PALSAR の観測としては図 3‑1‑3.1‑3 に示す陸域及び海域の石油堆積盆をカバーする計画
を立てているが、平成 19 年 3 月末の全球の観測状況は図 3‑1‑3.1‑4 の PALSAR カバッジマップに
示すように、陸域堆積盆、海域堆積盆の何れでもほぼ 100%のデータが取得されており、利用技術
研究には大きな支障を与えてはいない。

陸域堆積盆マッピング
海域堆積盆マッピング
環境・災害モニタリング
多偏波SARデータ処理・
利用の研究開発

図 3-1-3.1-3 PALSAR 観測計画対象地域（堆積盆）
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図 3-1-3.1-4 PALSAR 全球観測状況（平成 19 年 3 月末まで）青域が観測済み領域
３−１−３．３ 利用技術開発
資源解析アルゴリズム開発は、PALSAR の多偏波データの特徴を用いて地質解析を実施し、ウズ
ベキスタンのタングステン鉱床周辺の花崗岩等の分類手法を開発した。

実利用研究では平成 19 年度に下記に示すケーススタディを２件実施し、地表の植生状態や石油
ガス貯留構造別の事例を蓄積するとともに、それらの成果を資源企業へ提供している。
1)インドネシア・カンゲアン地域

植生地域

背斜型

2)リビア・シルテ盆地東部地域

露岩地域

背斜型

関連応用研究では、チュニジア石油開発・生産関連施設建設に伴うパイプラインの最適ルート
選定研究及び石油代替エネルギー（バイオエナジー）用植物（ナンヨウアブラギリ）の栽培適地
選定・評価に関する研究を実施した。
実利用研究の例として、インドネシア・カンゲアン地域の陸域及び海域の研究成果を示す。
当地域周辺では、既存ガス田が存在し、主に炭酸塩岩や砂岩及び石灰質砂岩に炭化水素の胚胎が
確認されている。しかしながら、東ジャワ地域においては、サンゴ礁に胚胎した鉱床については
未発見であり、当地域の炭化水素ポテンシャルについて未知数である。 従って、当地域の陸域
の地質解析と海域のオイルスリック解析の統合による石油システムと探鉱ポテンシャルを把握す
ることを目的として、衛星画像解析を実施した。 その結果、衛星画像判読により石油に関連す
る地質分類ができ、また、リニアメント解析によりオープンフラクチャーは、EW 方向の左横ずれ
に伴う圧縮応力で形成された NE‑SW 系が卓越し、カンゲアン島東方へ向かい時計回りにシフトす
ることが把握できた。一方、海域を対象にオイルスリック解析をした結果、当地域北方に確認さ
れた。陸域と海域の解析結果と既存資料を含め総合的に解釈すると、当地域の探鉱ポテンシャル
3-48

の高い地域と判断された。鉱区を保有する民間企業は今後の探鉱開発を検討している。
[インドネシア・カンゲアン地域：地質判読結果（岩相ユニット区分）]

図 3-1-3.3-1 ASTER データのスペクトル解析及び現地検証調査により、
石油関連岩層（砂岩（Sst）,石灰岩（Lst）等）分類及び地質構造線（図上、赤色線）を抽出
[インドネシア・カンゲアン地域海域：オイルスリック抽出域]

図 3-1-3.3-2 PALSAR データより海底油田からのオイルスリックを抽出し、
カンゲアン地域の陸域の地質情報とオイルスリックの位置より海底の地質構造を推定
・設定された目標以外の成果
ア）ASTER・PALSAR 地上データシステム
PALSAR 地上データシステムでは、設備の維持管理の効率化を目的として、大型計算機から
Linux システムへダウンサイジングを行った。これにより維持費が大幅に削減されて経済効果
があがった。
イ）利用技術研究
利用技術研究では、石油資源分野以外での利用技術研究も進めた。特に金属（含稀少金属）資源
分野では、需要高騰に関連して、ASTER のスペクトル解析による鉱物マッピング技術と、PALSAR
の多偏波或いは単偏波解析による地質構造抽出・岩層分類技術を併用したボリビアの銅・金鉱床探

3-49

査、カザフスタンのタングステン鉱床探査、ペルーの銅・鉛・亜鉛鉱床探査、タイの金・銅・マン
ガン鉱床探査等の技術開発を進めた。国内の非鉄金属開発企業の中には積極的に海外探鉱に投資し
ているところもあり、ASTER 及び PALSAR データは鉱区取得の基礎情報から探鉱計画や資源量評
価等に大きく貢献している。

３−２ 目標の達成度
・設定された目標の達成度
（注：指標により測定し、中間評価時点の達成すべき水準との比較）
３−２−１ 衛星画像利用技術の高度化研究
個別テーマ別に平成１９年度末時点での目標の達成度を下記に示す。なお、いずれのテーマも計
画通り順調に研究開発が行われている。
３−２−１．１ 高精度画像補正技術の研究
表 3-2-1.1 高精度画像補正技術の研究の目標達成度
項目
①幾何補正

目標・指標

達成度

・幾何補正アルゴリズムの検証
（目標：検証を数サイト／年

・６サイト／２年間
実施，

（達成度５０％）

運用終了予定まで（６年間）
）
・幾何補正アルゴリズムの開発・改良
（目標：ASTER の昼間ＧＣＰ無し

・改良した DEM/Ortho 作成シス
テムによる昼間絶対精度

絶対精度 50m 以下

・水平方向３０ｍ以下

相対精度 15m 以下）

・垂直方向５０ｍ以下
（達成度５０％）
・夜間用に開発したアルゴリズ

（目標：ASTER の夜間 GCP 無し
絶対精度数 100m 以下）

ム（水平のみ）
・SWIR 40m 以下
・TIR 60m（緯度）
200m（経度）
（従来，数 100m 以上）
（達成度１００％）

②放射量補正・機上校

・感度変化確認

・機上校正データ解析を

正

（目標：２回／年以上実施，
運用終了予定まで（６年間）
）
・補正係数変更

３年間、数回／年実施。
（達成度５０％）
・３年に渡り、解析の結果、補

(ASTER 可視近放射量：2%以内を維持）

正係数変更を数度行った。経

(ASTER 熱赤温度：常温付近においては

時変化について近似式導入、

±1K を維持）

標準プロダクトへの実装。こ
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（目標：運用終了予定まで（６年間）維持）

のことによって、目標精度を
ほぼ維持できるようになっ
た。

③放射量補正・代替校
正・地上検証（可視・
近赤）

・代替校正の実施
（目標：３回／年

（達成度５０％）

・３年に渡り、日米３チームに
実施（米国夏期・冬期各

１回，国内１回），運用終了予定まで（６

よる年２回米国ネバダ州乾燥
湖上３サイトで実施
（達成度５０％）

年間）
）
・代替校正によるセンサ劣化傾向検証
（目標：２回／年

実施，

運用終了予定まで（６年間）
）

・３年に渡り、機上校正からの
補正係数との比較検証解析を
数度行う。劣化傾向は同じだ
が、偏差があり。
（達成度５０％）

・代替校正アルゴリズム最適化・精度検証
（目標：２個の測定処理手法の高度化）

・１個を開発。地表面ＢＲＤＦ
測定手法開発、
（達成度５０％）

④放射量補正・代替校
正・地上検証（熱赤）

・代替校正の実施
（目標：３回／年

・３年に渡り、日米数チームに
実施（米国夏期・冬期各

よる年８〜１０回、米国カリ

１回，国内冬期１回），運用終了予定まで

フォルニア州・ネバダ州の湖

（６年間）
）

（夏・冬）および乾燥湖、国
内の湖（冬）
・雪原で実施。
（達成度５０％）

・代替校正による機上校正機能確認
（目標：３回／年

実施，運用終了予定まで

（６年間）
）

・３年に渡り、年８〜１０回実
施。観測および推定放射輝度
の一致性の高さを確認。機上
校正は十分に機能していると
推定。

・地表面温度・地表面分光放射率の検証
（目標：３回／年

実施，運用終了予定まで

（６年間）
）

・３年に渡り、年８〜１０回実
施。精度検証及び内部パラメ
ータの最適化に必要なデータ
取得。

⑤機器起因現象補正

（達成度５０％）

・クロストーク補正

（達成度５０％）

・補正用ソフトウェア開発２

（目標：0.5%以内）

・パラメータ最適化（1%以内）
ただしバンド９を除く。
広がっているゴーストが今後
の課題
・バンド９の問題点明確化
（達成度６０％）

・セルフトーク補正

・迷光モデルの完成
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（目標：0.25%以内）

・パラメータ推定(0.5%以内)
広がっているゴーストが今後
の課題

・素子間感度偏差の明確化

（達成度５０％）

・サブ DN レベルのセンサ特性評

(目標：0.5DN 以内)

価（0.5DN 以内）
（達成度１００％）

⑥大気補正

・大気補正アルゴリズムの作成

・プロトタイプ設計。VNIR 大気

（目標：１個以上の大気補正アルゴリズム高
度化）

補正アルゴリズム１個を作
成・実装。
（達成度１００％）

３−２−１．２ グリッドによる高精度画像補正システム構築
表 3-2-1.2 グリッドによる高精度画像補正システム構築の目標達成度
項目
①プロトタイプ構築

目標・指標
・グリッド技術利用

達成度
・

（目標：３つ以上のグリッドミドルウェア

Gfarm，OGSA‑DAI および VOMS
の利用

利用）

（達成度１００％）

・転送・配信のためのシステム

・２５０ＴＢを３１台のＰＣク

（目標：３００ＴＢ以上のストレージ）

ラスタで実現 （達成度８３％）

（目標：NASA 受信後１日以内に受信）

・NASA 受信後 ERSDAC 介し 1 日以
内に受信

・実装のフィージビリティテスト
（目標：３ヶ月以上の連続運用）
②ＡＳＴＥＲ全量処
理

・ＡＳＴＥＲ全量アーカイブ
（目標：１２０ＴＢ全データ転送）
・全量Ｌ１ＡおよびＤＥＭ・オルソ処理
（目標：２万シーン／日の処理）

③解析処理高度化

（達成度１００％）

・４ヶ月間の連続耐久テストに
成功
・

（達成度１３３％）
約１２０ＴＢ受信
（達成度１００％）

・１日最大 26777 シーンの処理
（達成度１３４％）

・ＡＳＴＥＲ対応の最新・高度アルゴリズムの

・幾何補正アルゴリズムの適用

導入

・大気補正アルゴリズムの適用

（目標：２種類以上の高度補正アルゴリズ

（達成度１００％）

ムの実装）
・他の外部データを用いた高度補正技術の実証
（目標：３種類の外部データと ASTER デー

④ユーザインタフェ
ース開発

・MODIS データおよび FORMOSAT2
との連携テストシステムを開発

タとの連携システムの開発）

（達成度：６６％）

・ＡＳＴＥＲ各種ポータルの整備

・ＤＥＭ・オルソ処理のポータ

（目標：WMS, WFS, WCS をサポート）

ル整備、ＷＭＳ・ＷＣＳを実装
（達成度６６％）

・オンデマンド処理

・プロジェクト内利用のための

（目標：１シーン１時間以内の処理および
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データ配布システム構築（１シ

結果の提供）

ーン１時間強で提供可能、達成
度９０％）

・大規模可視化装置の開発

・２つのマルチディスプレイシ

（目標：ASTER１シーンを等倍率表示）

ステムを開発（8000 x 3600 画素
の表示システム開発、達成度９
０％）

３−２−１．３ 堆積岩区分システムの開発および関連研究
表 3-2-1.3 堆積岩区分システムの開発および関連研究の目標達成度
項目

目標・指標

達成度

①システムプロトタイ

４種対応（ASTER Level3A データ，地図デー

・達成

プ開発＿基本取り扱い

タ（スキャンした地質図等）
，定点データ（写

・他に、Level1B データに対応

データ

真・分光特性グラフ等）
，BSQ データ（ランド
サットデータ等一般の画像データ）
）に対応

②システムプロトタイ

リレーショナルデータベースによるデータ管

プ開発＿データ管理シ

理。性能を犠牲にすることなく下記シーン数

ステム

のデータ登録・管理を目標とする。
・ASTER データについては、５つの研究地

達成度（１２５％）
・達成
達成度（１００％）

・

達成。現在、ASTER データ

域（総計２度四方の領域が８つ相当）にお

２０９９シーン登録管理済

いて取得された雲のない２０００シーン

みで、かつ、パフォーマン

の登録管理（１領域あたり２５０シーン×

スを維持している。

８領域＝２０００シーン）
・PALSAR データについては、５００シー

達成度（１０５％）
・

PALSAR データは２０シーン

ンの登録管理（各研究地域１００シーン×

登録管理済み。必要地域の

５研究地域＝５００シーン）

データ観測要求は随時提出
している。

③システムプロトタイ

８種開発（データ登録システム，石英指標・

プ開発＿プロセッシン

炭酸塩鉱物指標・苦鉄質指標計算，データ検

グアルゴリズム

索・優先順位決定（NCEP 水蒸気量などを基準

・達成
達成度（１００％）

に）
，UTM 投影による各種モザイク画像の表
示，指標の閾値処理による堆積岩抽出表示，
DEM モザイクの表示，表示ストレッチング機
能，BIL・GeoTIFF 画像出力）開発
・

１解析プロジェクト（基本は２度四方の

・達成。３００シーンまでの対

領域）あたり、ASTER データ２５０シー

応を確認済み

ンが登録でき、瞬時に表示・非表示・優

達成度（１２０％以上）

先順位変更が行えること。
・

ASTER データ５０シーンが表示状態にお
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・達成。８０シーン程度まで可

いて、モザイク画像 BIL・GeoTIFF 出力が

能

行えること。

達成度（１６０％）

④システムプロトタイ

４種開発（データ登録機能拡張，偏波データ

現在試験的データ登録・表示の

プ開発＿PALSAR 対応拡

等計算・バンド間演算機能，モザイク画像表

み達成。

張アルゴリズム

示，表示ストレッチング機能，BIL・GeoTIFF

達成度（２０％）

画像出力）
⑤現地調査を伴うシス

５研究地域で実施

・予定通り１地域調査完了

テム評価・関連研究
⑥システム運用試験

達成度（２０％）
・当システムによる解析結果８領域（２度四
方）を WebGIS に登録、公開
・当システムによる解析結果をベースに８区
画（１度 x４０分）の堆積岩区分マップを試
作

３−２−１．４ 資源フュージョン解析技術の開発研究
表 3-2-1.4 資源フュージョン解析技術の目標達成度
項目

目標・指標

達成度

①要素アルゴリズム

・要素技術調査

・達成度（１００％）

開発

（3 要素以上）

自動ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ、分類、変化抽
出の３要素を抽出済み。

・自動レジストレーション手法

・達成度（１００％）

（光学ｾﾝｻ間、光学ｾﾝｻと SAR 間、地質図と光学

指標の 3 種を開発済み。

ｾﾝｻ間を含む 3 種以上）
・画像分類手法

・達成度（１００％）

（2 手法以上）

SVM 手法と AVM+GLCM 混合手法の
開発

・変化抽出手法

・達成度（１００％）

（2 手法以上）

強度差と SVM 分類ﾍﾞｰｽ週報開発

・GIS データとの融合解析手法

・中止

（2 地域以上）
②資源フュージョン

・システム検討

・達成度（１００％）システム

解析支援システム（プ
ロトタイプ）

概要をまとめた。
・解析支援システム開発

・中止

（最小指標要素数以上）
・検証評価・まとめ

・中止

（2 地域以上）
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３−２−１．５ PALSAR 高度利用技術
表 3-2-1.5 PALSAR 高度利用技術の目標達成度
目標・指標

項目

達成度

①地殻変動解析技術

・基本性能の確認

・山岳地帯では 1km で干渉、平

の開発

(ベースライン長 1km 以上での干渉を確認する)

野部では 3km で干渉。
達成度(100%)

・干渉 SAR と GPS を融合した地殻変動量解析技

・開発に着手

術の開発

達成度(10%)

(地殻変動量の推定誤差を 1cm 以下とする)
② 地 質 情 報 抽 出 ア ル ・林床下の土壌水分を精度良く推定するアルゴ
ゴリズムの開発

・実験開始

リズムの構築

達成度（10%）

(土壌水分の推定誤差を 10%以下とする)

３−２−２ 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
平成１９年度末時点での目標達成度を以下に示す。なお、いずれのテーマも計画通り研究開発が行
われている。

３−２−２．１ 東アジア地域データベース利用技術
５年計画の３年終了時点で以下の目標を達成した。
表 3-2-2.1 東アジア地域データベース利用技術の目標達成度
項目

目標・指標

評価時点での達成度

①陸域地質図

1,963 万 km

2

1,350 万 km2

(15%)

②海域地質図

1,504 万 km2

1,200 万 km2

(32%)

③自然災害図

2

5,600 万 km

4,000 万 km

2

(71%)

（注）
①陸域地質図情報の構築
陸域の地質図は面積の上では約 70%程度が完成している。周辺各国と調整して，より精度の高
い地質情報を作成中である。
②海洋地質図情報の構築
現在日本周辺地域の海域地質図が完成しており，面積の上では約 80％に達している．周辺各国
の海域との連続性や最新地質情報とのすりあわせを行った上で更新を行っている。
③自然災害図情報の構築
アジア地域における地質災害情報データベースを作成した。面積の上では約 70%が完成した。
地質図情報を利用した国際貢献の事例
世界地質図委員会アジア部会プロジェクト IGMA5000 への貢献
①地質区分（追加分）陸域凡例の修正提案
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20 凡例を採択

②海洋区分（追加分）
：海洋凡例の基本案を提案

40 凡例を採択

③構造区分の標準凡例策定への貢献

世界標準凡例への適用

国際地質学連合地質情報管理応用委員会における地質情報の標準化への貢献
1） 評議委員会参加

4

３−２−２．２ 東アジア衛星 DEM
「DEM を使った自動モザイクソフトウエアの開発」はほぼ達成した。
「東アジアの領域の DEM、反射
率マップ、放射率マップの作成」について、ハードウエアの整備も進み、シームレスな東アジア衛星
DEM、反射率マップ放射率マップを生産する準備ができた。

表 3-2-2.2 東アジア衛星 DEM の目標達成度
項目

目標・指標

①自動モザイクソフトウエアの

・自動モザイクソフトウエアを

設計・開発・試験

10 個の機能に分割し、それぞれ

達成度
・開発済み

達成度(100%)

の設計・開発・試験
(L1A データ作成、DEM・オルソ
画像作成、雲マスク作成、反射
率計算、放射率計算、同一日に
観測されたシーンのモザイク、
DEM モザイク、位置誤差と垂直
方向のオフセット計算、DEM 評
価、反射率・放射率のモザイク
の 各 ソ フ トウ エ ア を設 計 ・開
発・試験する)
②位置精度

・位置精度の向上

・ソフトウエアの作成は終了

(位置精度を 30m 以下とする)
③標高精度

・標高精度の向上

達成度(50%)
・ソフトウエアの作成は終了。

(標高精度を 10m 以下とする)
④東アジアの領域の DEM、反射

・衛星 DEM 、反射率マップおよ

率マップ、放射率マップの作成

び放射率マップの作成
(2873 区画以上の衛星 DEM、2873
区画以上の反射率マップおよび
2873 区画以上の放射率マップを
作成する)
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達成度(50%)
・100 区画作成

達成度（3%）

３−２−３ 石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
３−２−３．１ ASTER 地上データシステム運用
ASTER 地上データシステム運用は先に記述したとおり、当初予定を３年以上越えて運用を
継続しており、設定された目標をすべて達成した。表 3‑2‑3.1‑1 に平成 19 年度までにおける達成
ASTER センサでは短波長赤外センサシステムに一部性能劣化がみられているが、
度をまとめる。
他のシステムは支障なく作動しており、NASA とも協議の上で運用延長を計画している。
表 3‑2‑3.1‑1 ASTER 地上データシステム運用の目標達成度
項目

目標・指標

①観測計画立案・セ

良質なデータ取得：被雲率２０％以下の良好なデータ

ンサ運用

の効率的な取得
緊急観測要求への対応：要求から観測・処理まで３日

達成度
達成済み

達成済み

以内（1 日 10 シーン以内）
②標準データ処理

目標９０万シーン以上

137.6 万シーン
153%達成

③資源地域の雲な

目標２０万シーン以上

29.0 万シーン

しデータの保存
④利用者への提供

145%達成
目標５万シーン以上

14.7 万シーン
295%達成

⑤高次処理

目標２．５万シーン以上

4.2 万シーン
167%達成

⑥処理・提供時間

処理後、１日以内の提供を目標

実現済み

⑦データ精度

ラジオメトリック精度

実現済み

・VNIR

S/N 140 以上

・SWIR

S/N 54 以上

・TIR NEΔT 0.3K
幾何精度
・望遠鏡内

0.2 ピクセル以内

・望遠鏡間

0.3 ピクセル以内

・地上位置

50m 以内

３−２−３．２ PALSAR 地上データシステムの運用
PALSAR 地上データシステムは、運用段階では ALOS 打上が予定より２年以上も遅れたことに
より予定より大幅に目標達成が遅れている。特に配付目標に関しては、PALSAR データ取り扱い
に慣れているユーザ数はそれほど多くないこともあり、インターフェロメトリ解析や偏波データ
解析などの事例を広く一般に周知し、ユーザ開拓に努める方針である。
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表 3-2-3.2-1 PALSAR 地上データシステム運用の目標達成度
項目
①センサ運用技術

目標・指標
運用主体である JAXA に対して、資源ユーザの要求に

達成度
実現済み

対応できる運用スケジュールを作成する
②標準処理技術

目標１８万シーン以上

６万ｼｰﾝ

（L1.5）
③高次処理（全偏波

34％
目標２万シーン以上

12.6 万ｼｰﾝ

データ処理、広域観

64％

測データ処理）
④配布技術

目標５万シーン以上

0.58 万ｼｰﾝ
12％

３−２−３．３ 利用技術開発
利用技術開発では、PALSAR データ入手が遅れたことにより、PALSAR データ利用研究の一部
に予定より遅れている課題がある。また、研究対象地域のリスクや資源企業の探鉱優先度などの
状況に左右されることもあり、ASTER では全体の７割程度、PALSAR では４割程度の達成度と
いえる。今後は目標達成に向けて資源企業と調整のもと事業を進める予定である。
表 3-2-3.3-1 利用技術開発における目標達成度
ASTER

評価時点での達成度
15 件、75％

資源アルゴリズム

資源探査に必要な５つの基本要素技術に対し、合計２０

開発

件以上の利用アルゴリズム開発

実利用研究

気候条件、トラップ構造の異なる地域において３０件以

ケーススタディ 22 地域、73％

上のケーススタディを実施。このうち有望地域情報２０

有望地域情報 17 地域、80％

件以上を提供。
関連応用技術

探査・開発・操業に伴うロジスティックスおよび環境監 7 件、70％
視関連技術の開発計１０件以上目標
PALSAR

資源アルゴリズム

資源探査に必要な３つの基本要素技術に対し、新規性の 5 件、71％

開発

あるアルゴリズム７件以上開発

実利用研究

植生地域 7 件。乾燥地域３件、海上油徴等の解析２件、 ケーススタディ 2 件、16％
合計１２地域以上のケーススタディを実施。このうち有 有望地域情報１地域、20％
望地情報５件以上提供。

関連応用技術

探査・開発・操業に伴うロジスティックスや油汚染状況 5 件、125％
把握等の環境監視技術開発、各２件以上、計４件以上目
標
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３−Ａ−４ 事業化、波及効果について
４−１ 事業化の見通し
本事業では、石油資源開発に資する地上データシステムの開発・運用、さらには衛星データプ
ロダクト作成を含む衛星画像の利用技術までの一貫した研究開発を行っている。本研究開発成果
の現時点での事業化（普及）の見通しについて以下に示す。
４−１−１ 衛星画像利用技術の高度化研究
得られたＡＳＴＥＲの校正係数の決定手法、幾何学的位置精度の向上については、ＡＳＴＥＲ
地上データシステムに実装され、同データのデータ品質の向上に反映されている。また、グリッ
ド技術による高精度補正システムは、次世代の地上データシステムの先駈けとなるものと考えら
れる。なお、堆積岩区分システム、資源フュージョン解析技術、ＰＡＬＳＡＲ高度利用技術に係
る研究で開発された技術は（３）の実用研究開発において十分に活用されると見込まれる。
４−１−２ 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
東アジア地域の地質情報や衛星 DEM を整備し，インターネット配信する技術は，地質情報の
標準化や情報相互運用性の確保，地質情報の統合化において活用される見込みである。

図 4-1 相互運用のため GeoSciML を利用したデータ変換過程
４−１−３ 石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
４−１−３．１ ASTER 及び PALSAR 地上データシステム
開発した ASTER、PALSAR 地上データシステムは、大量の画像データをほぼ準リアルタイム
で処理・保存し、かつユーザの利便性を最大限に考慮したシステムとして運用している。特に、
インターネット環境を利用した検索・配付や、高次処理製品の提供や観測要求の受け付けなど、
従来のシステムにはなかったサービスを提供している先進的なシステムといえる。このようなシ
ステムは今後の衛星データ地上システムにおいて標準的な構成になるものと考えられ、ASTER
地上データシステムで開発されたノウハウを最大限に利用し、PALSAR 地上データシステムを開
発したように本事業で培われたノウハウは事業化には十分に生かされるものである。
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４−１−３．２ 利用技術開発
資源探査における衛星データ利用のアルゴリズム開発や実例研究等は基盤的技術であり、これ
らを利用して、石油ガス鉱区取得や新規油田の発見に貢献している。総合科学技術会議や科学技
術・学術審議会などで指摘されており、国際的にも重要視されているように、資源以外の分野に
おいても災害の把握・予測や環境監視などへの衛星データ活用が見込まれる。

４−２ 波及効果
４−２−１ 成果に基づく波及効果
本事業の成果による波及効果として、衛星データを利用して石油鉱区取得、新規油田発見など
へ貢献した。具体例を示す。
①リビア・シレナイカ（鉱区取得・試掘中）
SAR を使った海域のオイルスリックマッピングと ASTER を使った陸域の地質・地質構造判読
を行い、それらと既存資料を併せた地質学的総合解釈によりリビア・シレナイカ沖合いには有望
な石油システムが発達していると判断されたことから 2005 年末、海上の鉱区を取得し、現在、
海上地震探査を実施中し、有望地において試掘中である。
図 4-2 に国内石油開発企業が獲得した鉱区を示す。

地中海

リビア

ムルズク地域の地質判読解析図
アルジェリ
ア

ナイジェリア

国内開発企業落札鉱区
（ムルズク地区）
ERSDAC 平 成 １ ４ 年 度
研究地域

入札対象鉱区

石油資源開発
石油資源＋日石＋ＭＣＸ
日石＋ＭＣＸ
帝国石油＋ＭＣＸ
TOTAL＋国際石油

図 4-2 リビアにおける国内資源企業の鉱区取得実績
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②タイ
ASTER を使い詳細な地質判読を行ったほか軍事機密上詳細な情報が得られない道路・パイプ
ラインなどのインフラ、水系等の判読を行い総合的な検討を行った。その結果、探鉱密度が希薄
な地域が存在することおよび地質構造に新知見が得られたことから鉱区を取得し、2006 年 7 月よ
り試掘した結果同年 11 月新規油田の発見に成功した。
③サハリン
ASTER 画像を用いた地質判読・解析の結果、サハリン北部の未探鉱地域の地質構造概況と構
造発達・形成メカニズムの把握等を行い、多数の有望構造を摘出した。特に ASTER DEM の利用
により、地層傾斜角を算出し、地下地質構造の推定を容易にしたほか、鳥瞰画像による判読・解
釈で微妙な地質構造を正確に判定できるようになった。サハリン周辺では海上鉱区の開放は進ん
だが、陸上鉱区の開放はいまだ行われていないので、鉱区開放に備えて鉱区取得の検討を継続中
である。
４−２−２ 当初想定していなかった波及効果
本事業での想定外の波及効果について記述する。
①衛星データ利用分野の拡大
グリッドによる高精度画像補正システム構築において、任意の場所・時期のデータを目的に応
じて即座に利用できるシステムを構築できたことから、様々な分野での利用可能性が出てきた。
・DEM データを用いた火砕流シミュレーションポータルの構築（後述の図 4‑3 参照）
・ASTER データを用いた都市抽出、道路抽出なども実現可能となった。
同時に、地質情報を世界標準に則って整備することにより、GEO Grid の基本データセットとし
て利用することが可能となり、地震・噴火・地すべりなどの地質災害における防災のための基礎
情報として役立てることが期待される。
これらの結果、資源以外の具体的な利用として、図 4‑3 に示すような火砕流シミュレーション
による火砕流被害地域の予測が迅速に実施できるようになった。

図 4-3 雲仙の火砕流シュミレーション（ASTER データを利用して解析）
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また、平成１２年度から一般配付を開始しているＡＳＴＥＲデータのユーザ分野別推移を見る
と（図 4-4）
、利用者は当初資源ユーザ中心と想定していたが、年度を経るごとに公共機関（国、
地方自治体等）や教育機関のユーザが増加している。また、併せて全体の配付数も年を追う事に
増加していることから、資源分野のみならず社会インフラとして認知され、衛星データ利用が他
分野にまで拡大した。

3000

2500

地質・資源
教育機関(大学、高専）
ソフトウエア
土木建設
国・自治体・特殊法人
リモセン/応用
その他
航測
個人
環境
農業
マスコミ

提供数（ｼｰﾝ）

2000

1500

1000

500

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

年度

図 4-4 ユーザ分野別 ASTER 提供数の推移（有償提供分）

4-4

３−Ａ−５ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１ 研究開発計画
本事業での研究開発計画は、３つの研究の柱からなるが、石油資源遠隔探知技術の目指す目標
を実現するために、相互に深く関係している。すなわち、石油資源を対象とした解析技術の研究
開発から、世界最高水準の解析処理技術開発と、広範囲の利用分野の発掘につながるインフラと
してのデータベース構築、ならびに石油資源の実利用では石油探鉱の現場と調和の取れた研究開
発、地上データシステム運用・解析技術研究へとシフトするように、研究内容を再構築したもの
である。図 5‑1 に平成 56 年度からの研究開発全体概要と今回の評価対象期間を示す。
1985

1990

1995

2000

2005

2010

前回中間評価対象期間
FY16〜FY18 中間評価対象期間 FY19

センサ：JERS-1/OPS・SAR
JERS-1 運用

衛星：地球資源衛星１号
（ふよう JERS-1）
打上・運用：NASDA

センサ：ASTER

ASTER 運用

衛星：地球観測システム Terra
打上・運用： NASA

センサ：PALSAR
衛星：陸域観測技術衛星ALOS
打上・運用： JAXA

図 5‑1

研究開発全体の概要

５−１−１ 衛星画像利用技術の高度化研究
本研究は、平成 17 年度から石油資源探査の利用技術開発をより高度化するために取り組んでい
る。具体的には、ASTER データおよび PALSAR データを、最新の技術を基盤に解析処理するための
高精度な補正技術、地質マッピングを目指した堆積岩区分システム、資源解析支援を目指した資
源融合解析技術や PALSAR 高度利用技術という幅広い研究開発を実施するとともに、グリッド技術
による解析処理システムの構築へ統合を目指している。
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表 5-1 衛星画像利用技術の高度化研究 研究計画
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
機上校正
代替校正・
地上検証

高精度画
像補正技
術の研究

幾何補正
（含ＤＥ
Ｍ）
放射量補正
高度画像補
正

大気補正
(各種校正・
応用アルゴリ
検証データ統
ズム
融合利用)

計算機整備

グリッド
による高
精度画像
補正シス
テム構築

10TB分散ス
トレージ

20TB分散スト 40TB分散スト
レージ
レージ

広域モザイ
ク作成のた グリッドミドルウェアの開
データ処理システムの開発
発および整備
めのL1A
データ共有
ASTERデー
タの高精度
データ配信システムの開発（Webポータルの作成を含む）
画像補正シ
ステムのグ
リッド化
MODIS&PALS
ARデータ等
との統合に
新たな高度処理ソフトウェ
データ処理システムの開発
よる高度処
アへの対応
理システム
の開発
ＡＳＴＥＲ・PALSARデータ
解析支援

データ解析
支援
システム設
計
プロトタイ
プシステム
（ASTER
部）試作
PALSAR対応

堆積岩区
分システ
ムの開発
および関
連研究

運用システ
ムの開発
研究地域の
選定
現地調査を
伴う関連研
究
（GISとのイ
公開用堆積
ンターフェ
岩区分マッ
イス設計・
プの設計
開発を含
運用試験
まとめ

要素技術調査
要素アルゴ
リズム開発

資源
フュー
ジョン解
析技術の
開発研究

まとめ

要素技術開発：自動レジストレーション手法・分類手法・
変化抽出手法
GISデータとの融合解析手法

資源フュー
ジョン解析
支援システ
ム

地殻変動解
析技術開発

システム検討

解析支援システム開発
（ロジスティックス支援等）
検証・まとめ

PALSARの基本性能の確認

PALSAR高
度利用技
術の研究 地質情報抽

出アルゴリ
ズム開発

干渉SARとGPSの融合

まとめ

まとめ
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５−１−２ 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
本研究も平成 17 年度から開始したもので、特に東アジア地域での石油資源探査のための基盤情報で
ある地質図・地質構造図・自然災害図・堆積盆図を統合したデータベースを構築するため、新た

なデジタル地質図を編集するとともに、標準化された地質図データベースとして順調に整備を進
めている。また、東アジアの地質構造・自然災害・堆積盆に関する地質情報を収集し、統合され
たデータベースを構築するとともに、衛星画像データの解析に資する情報提供を予定している。
更に、東アジア地域での資源解析のための基盤データである衛星 DEM、反射率マップ、放射率マ
ップをシームレスに作成・提供することによって、同地域での資源開発を支援する。これまでに
各マップ作成のためのハードウェア整備およびソフトウェア開発を順調に進めてきている。今後
は、シームレスな各マップ作成に移行していく予定である。
表 5-2 東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究 研究計画
平成17年度

地質図(陸域）

地質図(海域）
東アジア地域
データベース利
用技術

平成18年度

平成19年度

平成21年度

標準化・情報発信
地質図編集

標準化・情報発信

地質図編集

自然災害図
数値化・出版

地質構造

平成20年度

ソフトウェア更新・Web発信

東南アジアの地質構造

東アジアの地質構造

平成22年度

まとめ

まとめ

まとめ

まとめ

自動モザイ
クソフトウ
エアの設計
自動モザイ
クソフトウ
エアの開発
と試験
自動モザイ
クソフトウ
エアの改良

まとめ

東アジア衛星
DEM
V1作成

1秒メッシュ
DEM作成

V2作成
まとめ

V1作成

0.5‑1秒メッ
シュ反射率
マップ作成

V2作成
まとめ

V1作成

3秒メッシュ
放射率マッ
プ作成

V2作成
まとめ
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５−１−３ 石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
実用研究開発では平成 11 年末に打上げ、翌年から運用を開始した ASTER データを中心に地上
データシステムの運用と石油資源探鉱への解析アルゴリズム開発、実利用研究（事例研究）及び
関連応用研究を進めている。一方 PALSAR は ALOS 衛星打ち上げ遅れにより地上データシステ
ム開発と初期校正検証が平成 18 年度までずれこみ、運用は 18 年度下期から開始した。データ取
得遅れにより平成 16,17 年度の研究は限定的なものに止まり、本格的な PALSAR 利用技術開発も
18 年度から開始した。
今後の計画としては、ASTER センサは設計寿命を超えているが大きな支障もなく稼動してい
ることから、センサ運用を予定より延長する予定である。また、利用技術研究においては ASTER
と PALSAR の融合処理へシフトしてゆき、両データの特徴を最大限に活用した利用法を開発する
予定である。
表 5-3
年度
ASTER 地

石油資源遠隔探知技術の実用研究開発 研究計画
平成 16

平成 17

平成 18

平成 19

平成 20

平成 21

平成 22

ミッション運用

上データシ
ステム

処理システム運用

PALSAR デ

システム開発

ータ シ ステ
ム

システム運用

（ASTER）
資源開発アルゴリズ
ム開発
実利用研究
利用技術
開発

関連応用研究
ASTER・
PALSAR
融合処理

（PALSAR）
資源開発アルゴリズ
ム開発
実利用研究

関連応用研究
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５−２ 研究開発実施者の実施体制・運営
５−２−１ 研究開発の実施体制
本事業は、平成 16 年度の（前々回の）中間評価を受けて、平成 16 年度に実施体制の見直しに
着手するとともに、平成 17 年度事業に実施体制を、これまでの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を中核とする実施体制から、利用技術開発の高度化を目
的に、
（独）産業技術総合研究所が１財団、１独法、5 大学（１８年度から６大学）を中核実施者
とする体制に変更し実施してきた。以下に中間時点での現実施体制を図 5-1 として示す。

経済産業省
平成１７年度〜

独立行政法人
産業技術総合研究所

東京大学

独立行政法人
国立環境研究所

京都大学

財団法人

（平成 18 年度〜）

資源・環境観測解析センター
長崎大学

佐賀大学

茨城大学

名古屋大学

図 5-1 前々回中間評価後の実施体制図
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、産業技術総合
研究所での地質分野担当の研究コーディネータをプロジェクトリーダとして、関連部署の連携体
制を明確にするとともに、中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。
以下に、個別課題における研究推進体制を示す。
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①衛星画像利用技術の高度化研究
本実施体制は、地質情報研究部門とグリッド研究センターを中心に、計測標準研究部門、情報
技術研究部門、脳神経情報研究部門からの研究者の参画の下で、契約職員ならびに大学等研究者
とともにサブテーマリーダを中心として個別テーマの研究開発を進めている。
②東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究
本実施体制は、主に地質情報研究部門を中心とし、地質調査情報センター地質情報統合化推進
室との密接な協力の下で実施している。また、大学との連携・分担を明確にし、衛星データプロ
ダクト作成を実施するとともに、アジア地域の地質図作成については、国際委員会（世界地質図
委 員 会 地 質 情 報 標 準 化 作 業 部 会 (DIMAS/CGMW) や 国 際 地 質 学 連 合 地 質 情 報 管 理 応 用 委 員 会
（CGI/IUGS）に、評議員として参加し、地質情報標準化の策定に協力。）や国際プロジェクトの実
施母体とも連携している。
③石油資源遠隔探知技術の実用研究開発
本実用化研究の実施体制は大きく ASTER プロジェクトと PALSAR プロジェクトにわかれ、そ
れぞれに地上データシステム運用と利用技術開発のチームで構成される。
これらプロジェクトの全体統括を技術担当理事が担い、さらに企画調査部が研究・成果の管理
を行う。また ASTER プロジェクトは米国航空宇宙局（NASA）との共同プロジェクトであり、
地上データシステム、利用技術それぞれが NASA の担当部署と密接な調整のもと事業を推進して
いる。PALSAR プロジェクトは宇宙航空研究開発機構（JAXA）との共同プロジェクトであり、
地上データシステムが中心となり JAXA と密接な調整をおこないつつ推進している。
ASTER プロジェクトにおいては地上データシステムと利用技術それぞれにプロジェクトマネ
ジャーが選任され、各プロジェクト総括と対 NASA との調整担当責任者として事業を推進してい
る。
最後に、研究開発課題別の研究開発実施体制表を表 5‑4 に示す。表では、本研究開発の基盤と
なる地上データシステムと石油資源探査のための利用技術開発の２つの側面での実施体制を示し
ている。
表 5-4 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）

地上デ ・ＡＳＴＥＲ地上データシ

資源・環境観測解析センター

米国航空宇宙局（NASA）、宇

ータシ

ステムの運用

宙航空研究開発機構（JAXA）

ステム

・ＰＡＬＳＡＲ地上データ

民間企業の複数社

システムの開発
・ＰＡＬＳＡＲ地上データ
システムの運用
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・高度衛星利用技術の高度

産業技術総合研究所（地質情報

国立環境研究所

化研究

研究部門、グリッド研究センタ

東京大学（2 学科）

ー）

京都大学

利用技

佐賀大学

術開発

茨城大学
・東アジア地域・堆積盆デ

産業技術総合研究所（地質情報

資源・環境観測解析センター

ータベース利用技術

研究部門）

名古屋大学
茨城大学
長崎大学

・実用研究開発

資源・環境観測解析センター

米国航空宇宙局（NASA）
、
賛助会社（平成 16 年度は公募）

５−２−２ 国際機関との連携体制
本事業の実施においては、前述の運営・実施体制のほか、主として国際的な機関等との連携が
重要で、そのために以下のような連携体制で事業を遂行している。
①地質図に関する標準化等連携体制
東アジア地域・堆積盆データベース利用技術研究では、国際的な標準化の観点から世界地質図
委員会(CGMW)及び国際地質情報管理応用委員会(CGI)と連携しており、また利用実証の観点から産
業技術総合研究所 GEO Grid プロジェクトとも連携している。
表 5-5 地質情報標準化に関する国際連携体制
国際連携機関

概要

世界地質図委員会地質情報標準化作業部会

現在世界 10 ヶ国、総委員数

12 人。

(DIMAS/CGMW)

評議員は米国・英国・フランス・ドイツ・ベルギー・チェコ
スロバキア・ノルウェー・南アフリカ・中国・日本から参加
している。産総研は発足当時から評議員を出している。

国際地質学連合地質情報管理応用委員会

現在世界 57 ヶ国、総委員数 188 人。

（CGI/IUGS）

評議員は米国・カナダ・英国・フランス・ドイツ・ベルギー・
ロシア・オーストラリア・ナミビア・ペルー・日本から参加
している。産総研は発足当時から評議員を出している。

東・東南アジア地球科学計画調整委員会

現在、産業技術総合研究所 GEO Grid プロジェクトのアジア

(CCOP)

での拠点として機能。

アジア 11 ヶ国の地質調査研究機関

地質図編集の基礎資料提供並びに標準化調整先。

②ASTER および PALSAR に関する連携体制
ASTER プロジェクトに関しては米国航空宇宙局（NASA）
、そして PALSAR プロジェクトでは
宇宙航空研究開発機構（JAXA）と共同で実施しており、事業目標達成のために表 5-6 のような連
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携体制をとっている。
表 5-6 ASTER 及び PALSAR に関する連携体制
連携機関

概要
（ASTER プロジェクト）

・NASA ゴダードスペースフライトセンタ

・ASTER データ・処理プロダクトの送受信先として地上デ

（GSFC）

ータシステムのインターフェースの調整・連携。
・ASTER 観測計画のコマンド送信、Terra 衛星運用等ミッ
ション運用で連携。

・NASA ジェット推進研究所（Jet Propulsion

・高次処理アルゴリズム（大気補正）の提供、ミッション運

Laboratory ；JPL )

用計画の共同作成で連携。
・日米 ASTER サイエンスチームの主メンバーとして、デー
タ利用研究の推進、ユーザ要望のとりまとめ等の作成に関す
る指導助言、及び、研究課題に応じて、日米共に各ワーキン
ググループ(WG)で技術的な討論等を実施。

（PALSAR プロジェクト）
宇宙航空研究開発機構 JAXA
・宇宙利用推進本部衛星利用推進センター

・観測計画の策定、データ取得・処理および提供、並びにデ

（ALOS 運用調整ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟＷＧ）

ータ配付価格等に係わる調整・連携。

・ミッション運用系プロジェクトチーム

・データの授受に関する技術的事項を中心に協議・連携。

（ALOS 地上ｻﾌﾞﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ SWG）

・ALOS 観測運用調整会議

・ALOS 定常観測運用における観測計画（約 3 年間の全観
測パス毎の観測計画）について、JAXA と主要ユーザとの間
で観測計画、データ取得状況の確認、新規・追加観測要求の
調査等、ALOS 長期観測計画の見直し調整を行う。

５−２−３ 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・研究機関に配布されている。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。
（活動実績）
平成１９年度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
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実用研究開発の結果は、毎年度「石油資源遠隔探知技術の実用研究開発報告書」として取りま
とめ、資源企業を中心とした関係機関及び大学・研究所等に対して配布している。これらの報告
書は、石油資源等の探査・開発を目的としたわが国唯一のリモートセンシング技術開発の研究成
果集として高く評価されている。
また、機関紙である「ERSDAC NEWS」を年 1 回発行し、リモートセンシング技術のトピッ
クスを平易に解説し、関係機関、図書館等に配布して一般の方を対称に技術の普及に努めている。
関連する学会への投稿や学術講演会での発表は、日本リモートセンシング学会、日本写真測量
学会を中心に海外も含め成果を公表している。平成 19 年度の発表数は以下の通りであり、平成１
５年以前の５年間では１０〜２５件の発表数であったものが大幅に増加している。
平成１９年度：講演会発表・論文等出版物

５７件

②報告会・ワークショップ等
毎年６月に東京にて（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、
同じく毎年６月の日米 ASTER サイエンス会議の際に ASTER ワークショップを開催し、
日米の研究者が資源分野、環境分野、災害分野など幅広い成果を報告している。
③広報活動およびプレス発表
ASTER 及び PALSAR の研究事例やデータ入手方法等の広報活動を進めている。国内外の各学
会成果の広報を行った。また、プレス発表を通じて、広く一般への広報も実施している。平成１
９年度のプレス発表（公表後はホームページでも公開）は以下の１件である。
・世界最高精度の全球３次元地形データ（ASTER G‑DEM）の整備を開始
５−３ 資金配分
本事業は昭和５７年度から平成２２年度までの委託研究事業である。前々回の中間評価後の大
幅な実地体制の変更後の、平成１７年度から１９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 5-8 に示す。
表 5-8 資金配分（平成１７年度〜平成１９年度）
研究項目／年度

１7 年度

１8 年度

１9 年度

３年間合計

201

169

158

528

38

55

38

131

石油資源遠隔探知技術の実用研究開発

1,667

1,556

1,354

4,577

各年度の合計

1,906

1,780

1,550

5,236

衛星画像利用技術の高度化研究
東アジア地域・堆積盆データベース利用
技術研究

（単位：百万円）

本事業においては、基盤技術としての高度化研究、基盤情報としてのデータベース利用技術研
究、及び実証技術としての実用研究開発からなる。前回の中間評価における指摘を受けて、利用
技術の高度化や標準化、さらには資源分野以外の利用研究等を新たに開始して資金を配分した。
また、実用研究においてはデータ利用技術開発のベースとなる衛星データを遅滞なく入手できる
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ように、地上データシステムの開発・維持・運用や設備の適宜更新に資金の過半を配分した。な
おデータ利用技術研究は高度化研究やデータベース利用技術研究との調整を図り、より実用性の
ある研究に集中した。
このように、研究開発の進捗状況や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ている。
５−４ 費用対効果等
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が、定性的に
は、上述のようにリビアで鉱区獲得に貢献でき、またインドネシアで探鉱計画に有用な情報を提
供できているので、将来これらの地域から得られる資源量を勘案すると費用対効果は十分に大き
いと考えられる。
石油開発においては事前調査結果や広域調査結果次第で、多くの場合開発を断念することもあ
り、１００本の試掘井のうち３本成功すればよいといわれるようなハイリスクの事業である。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て場合の効果として、事前評価し
て精密探鉱・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た。石油資源企業１社あたり、年間５〜６件の新規参入評
価、１〜２件の広域調査があり、国内石油企業１５社以上が同じような衛星データ利用を行うと、
失敗回避や探鉱効率化の観点からも費用対効果は十分にあると判断される。
また、石油資源分野のみならず、環境や防災等の他分野での波及効果が見込まれていることか
らも費用対効果は十分にあると判断される。

５−５ 変化の対応
５−５−１ 社会経済情勢等の状況変化への対応
本研究開発においては、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、原油価格の大幅な上昇に伴い民間企業の鉱区取得、新規探鉱への積極的な
関心の高まりがあり、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、上述のリビアなどで整備・提供を行った。また、
バイオエナジーへの関心の高まりに対応すべく、インドネシアにおいてナンヨウアブラギリの栽
培適地の研究を開始した。
②他分野での事例蓄積等の対応（前回中間評価指摘事項）
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前回の中間評価あるいは総合科学技術会議における事業評価において、他分野における事例蓄
積や地球環境への貢献を進めることが指摘されており、これらに対応するべく以下のような研究
事例を整備した。
・ 金属資源の世界的需要の高まりに対応し、銅・鉛亜鉛・錫などのベースメタル探査事例、タ
ングステンやニッケルなどの探査事例インターフェロメトリ技術を利用した地質変化抽出技
術開発（ペルー、チリ、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ソロモン等）
・ 大規模災害の多発に対応するべくインターフェロメトリ技術を利用した地質変化抽出技術開
発や PALSAR 時系列データからの地表状況変化抽出や DEM を利用した斜面災害観測技術（イン
ドネシア、ネパール等）
・ 京都議定書における吸収源モニタリングに対応すべく植林モニタリング、適地抽出技術（マ
ダガスカル等）
③衛星データの継続的利用ニーズへの対応
地球観測衛星データの継続的利用は、ユーザから強く望まれている課題であり、ASTER 後継セ
ンサの検討に資するためにオーストラリアや国内において航空機搭載のハイパースペクトルデー
タの利用研究・評価を行った。これらの結果は平成１８年度から始まる次世代ハイパースペクト
ルセンサ開発とその利用技術研究に利用できるよう努めている。また、既に取得済みの地球観測
衛星データを継続的に利用する上で、グリッド技術を利用した次世代地上システムに関するデー
タ転送・データアーカイブなどの研究を開始している。
④PALSAR の打上げ延期への対応
PALSAR 打上げは、当初は平成１４年度の打ち上げが予定されていたが、数回の延期を経て、
平成 18 年 1 月に打ち上げられたという経緯がある。
このため、
平成１６年度及び平成１７年度は、
当該年度の打ち上げに対応できるよう体制を整備しつつ、基本的技術開発を行うこととし、打ち
上げ後は初期ミッションチェックおよび初期校正期間などを経て、平成 18 年 10 月のデータの一
般配付決定までのスケジュールを考慮して、PALSAR 高度利用技術研究について平成 18 年度開
始とした。また、データ処理システム運用については、開発したシステムの有効活用を図るため、
打ち上げが遅れた２年を当初計画から延長し、平成２２年度までの５年間の計画にするなど、状
況変化に対応してきた。
⑤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 などの検討を開始した。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
究を開始したところである。
５−５−２ 代替的手段との比較
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、代替的手段は無かった。
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（経済的比較）
ASTER および PALSAR データのユーザ提供目標であるシーン数（それぞれ 5 万シーン）を空
間分解能でほぼ類似している仏国の SPOT およびセンサ性能でほぼ類似の ASAR/ENVISAT で代
替購入した場合、データ購入額のみで約 190 億円に達する。実際にこれらのデータを資源探査等
へ活用するには、データを保存・検索・配布する地上データシステムや利用技術開発が必要であ
る。
表 5-9 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

処理保存シーン

ユーザ提供シーン

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

ASTER：100 万

SPOT：平均 30 万円

= 約 3,000 億円

PALSAR：90 万

ASAR：約 7.8 万円

= 約 700 億円

ASTER：5 万

SPOT：平均 30 万円

= 約 150 億円

PALSAR：5 万

ASAR：約 7.8 万円

= 約 39 億円

（性能比較）
仏国 SPOT（4 号まで）は ASTER に比べて空間分解能およびスペクトル分解能は劣り、特に
資源探査に活用する短波長赤外域・熱赤外域は取得できないこと、さらに立体視データは必ずし
も全て揃わないことなどから、資源利用者の要求を満足することはできないためその利用は限定
される。また、ASAR/ENVISAT は PALSAR より波長の短い C バンドであり、合成開口レーダ
利用の目的である熱帯雨林地域の地質構造探査に利用できる能力は劣る。
すなわち、
表 5-10 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
15m、30m、90m

ASTER

スペクトル帯域

立体視

可視近赤外、短波長赤外、 同一軌道立体視
熱赤外

SPOT（１〜４号）

pan 10m、マルチ 20m

可視近赤外

センサ名称

隣り合う軌道ペア

主な仕様
空間分解能

波長

偏波

PALSAR

10m

L バンド

全偏波

ASAR

30m

C バンド

２偏波

ASTER 及び PALSAR は、資源ユーザの要求を取り入れたセンサ仕様になっており、これらの
仕様を凌ぐセンサは他には存在しない。具体的には、ASTER では粘土鉱物識別に有効な短波長
赤外域のマルチスペクトル、岩石区分に有効な熱赤外域のマルチスペクトル、さらには地質構造
の把握に有効な同一軌道立体視機能があり、いずれも世界唯一の仕様である。り、代替手段は航
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空機以外にはない。PALSAR は波長が比較的長い L バンドを採用し、熱帯雨林地域において C
バンドよりは地表状況の把握に有効であることや、可変オフナディア観測機能、全偏波観測機能
により、従来の SAR センサから飛躍的に資源情報の把握が可能となった。いずれも航空機やシャ
トル搭載センサは存在するが、これらは任意の地域を定常的に観測することはできないため、代
替的手段は存在しない。
本研究開発で作成する衛星 DEM と同等の精度を有すると考えられる SRTM1、
SRTM3、
そして SRTM30
という DEM データが存在するが、SRTM1 は米国内のデータのみが公開され、米国外のデータは公
開されていない。また、SRTM3 は本研究開発で作成する DEM より空間分解能が劣る(SRTM3 は 3 秒、
ASTER DEM は 1 秒)。また、北緯 60 度以北、南緯 60 度以南はデータが存在しない。そして、SRTM30
は本研究開発で作成する衛星 DEM より空間分解能が劣る(SRTM30 は 30 秒、ASTER DEM は 1 秒)。
このため、本研究開発で作成する衛星 DEM と同等の精度を有する衛星 DEM は存在しない。
石油資源安定確保のための世界中の有望地データ整備と利用技術開発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経済的にも性能的にも資源探査に有
効な情報を抽出することは困難であり、事業目的達成は不可能と考えられる。
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Ｂ

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プロジェクト）及び次世代合成開
口レーダ等の研究開発（ＰＡＬＳＡＲプロジェクト）

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
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３−Ｂ−１
１．１

事業の目的・政策的位置付け

国の事業としての妥当性、国の関与の必要性

１．１．１ 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。このまますす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。
これからの石油探査は地理的に不利なところが中心となるため、衛星データ
による基礎情報、すなわち広域地質・地質構造に関する情報、現地調査計画策
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。このような衛星データの活用は石油資源の開発に必須であることにつ
いて昨年度実施された『石油資源遠隔探知技術の研究開発』で評価を受けてい
る。
衛星搭載用機器の国産としての開発経験は少ないために開発リスクがあり、
その開発費も多く必要とするため、国の関与は必須と考える。
１．１．２ 官民の役割分担
国は政策立案の役割を担い、衛星データ利用により石油資源の探査技術等の
開発を行うことで油田開発のリスクを減少させ、石油を安定的に確保すること
により我が国のエネルギー政策に寄与できると判断した。つまり、石油等エネ
ルギー資源の確保は高リスクであり、探査・開発から操業までの期間は長期を
要し、またその事業の緊急性も考慮すると国の実施は必要不可欠と考える。
１．２

事業目的、政策的位置付け

１．２．１ 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且つ精度よく行うためには、衛星デ
ータの利用が最適であり、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。この目的を実現するために、地球資源衛星１号（JERS-1）
に搭載された光学センサ（OPS）の発展型として ASTER (The Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection radiometer)、JERS-1 に搭載されたセンサ合
成開口レーダ（SAR）の発展型として PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic
Aperture Radar)が我が国の資源探査技術の維持と発展のためにそれぞれ開発さ
れた。
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１．２．２ 社会的・経済的意義
衛星搭載用機器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。また本事業の目的である、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は、石油資源探査の効率的な開発につな
がりその経済的意義は高い。
１．２．３．１ ASTER 開発の位置付け
ASTER 開発は 1986（昭和 61）年 8 月の宇宙開発委員会で決定された。地球観
測衛星の国際的な動きはその 3 ヶ月前の ICWG (International Coordination
Working Group using Polar Orbit Platform) に遡る。ICWG は「極軌道プラッ
トフォーム調整会議」と呼ばれ 1986（昭和 61）年 5 月から開始され、1991（平
成 3）年 12 月まで臨時会議も含めて計 17 回の会議が開催された。参加国は日本、
米国、欧州、カナダの４者（いわゆる４極）で、４者で共同開発する宇宙ステー
ション計画、ESA のコロンブス計画で行う地球観測を国際協力の下で行うための
調整会議である。当時の通商産業省は第３回 ICWG(1986 年(昭和 61)11 月)に可視
近赤外/短波長赤外（VNIR/SWIR）、熱赤外（TIR）、及び SAR の３件を提案した。
その会議における NASA と ESA の提案は、
（VNIR/SWIR）と SAR だけであったが日
本側の提案と同等かそれ以上の内容であった。第４回 ICWG(1987（昭和 62）年 2
月)において地球観測に資源探査を前提とする TIR がないなどの理由から、TIR
および SWIR を含む ITIR (Intermediate Thermal Infrared Radiometer)と SAR-L
バンドの追加提案をした。ITIR は ASTER の前の呼称であり、各国提案と競合し
ない 3〜12μm 帯域の資源探査用将来型センサ中間赤外放射型である。ITIR の
VNIR と SWIR は JERS-1 の開発成果を、TIR は海洋観測衛星１号（MOS-1）の可視
熱赤外（VTIR）の開発成果を踏まえたものである。その後、SAR-L バンドは NASA
と ESA の搭載可能センサとして削除された。ITIR は米国も興味を示し、JPL の
TIGER (Thermal Infrared Ground Emission Radiometer)チームもユーザとして
参加することになった。
また EOS 計画については以下で説明する。
・ASTER 開発と NASA の EOS 計画との関係
EOS (Earth Observing System)計画は NASA の地球の気候システムとその変化
を理解するためのものであり、さらに地球を物理的、化学的、生物学的な各分野
の視点で解明する MTPE (Mission To Planet Earth) を基本としている。ASTER
開発は NASA の極軌道プラットフォーム衛星による地球観測計画、いわゆる EOS
計画と関連して進められている。
・EOS 計画の変更
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EOS 計画の最初は、1998（平成 10）年に EOS-A、2000（平成 12）年に EOS-B を
打ち上げる予定で、その後 5 年毎に打ち上げ、全部で 6 機の衛星を用いて 15 年
にわたり地球観測をする大規模な計画であった。１衛星には 14〜16 個のセンサ
が搭載され、大気、植生、地質等幅広い分野で地球観測を行う計画であった。し
かし、1991（平成 3）年 7 月頃に米国議会でスペースステーション計画の予算が
全面復活され、タイタンⅣロケット開発と EOS 計画の予算の全面見直しが行われ、
EOS-A の１号機（EOS-A1）の小型化と従来ロケットの使用方針が示され、これに
搭載予定のセンサを EOS-AM1（Terra）衛星と EOS-PM1（Aqua）衛星等に分けて搭
載することになった。ASTER は EOS-AM1 搭載に決定された。
・地球観測システム研究者会議（EOS-IWG）の発足
NASA は EOS 計画の地球科学的研究を効率的に進めるために、1989（平成元）
年 3 月に EOS-IWG (EOS Investigators Working Group) を発足した。EOS-IWG
は EOS のプログラム、プロジェクト、センサ研究者等によって、年２回開催され
14 パネルから構成された。
１．２．３．２ PALSAR 開発の位置付け
人工衛星による宇宙からの資源探査は、グローバルな資源探査等に最も有効
な手段であるため、欧米の先進諸国は宇宙からの地球観測のための大規模な各
種プロジェクトを推進中であった。我が国においても、各種プロジェクトが進
められており、そのなかで 1992（平成 4）年２月に打ち上げられた JERS-1 に搭
載された合成開口レーダ（Synthetic Aperture Radar 、以下、SAR という）は、
光学センサと違い昼夜の別なくまた天候の影響を受けず資源探査をはじめ地表
面の観測情報をもたらすものとして観測成果の期待は大きく、データの継続性
が熱望されていた。
また、地球環境問題への関心の高まりの中で、石油資源開発は環境に大きな
負荷をもたらすものとしてその推進が大きな困難に直面しており、将来の石油
の安定供給への悪影響が懸念されていた。
このため、石油資源の存在をより効率的な方法で探査することにより、余分
な環境負荷の発生を回避すること及び石油関連施設の整備が環境に与える影響
について、その変化の現状把握と環境変化に係わる監視データの分析によるシ
ミュレーションにより客観的な科学的知見を蓄積し、適切な環境アセスメント
を容易に行うことにより、より環境保全と調和した石油資源開発を推進するこ
とが重要と判断した。
上述の観点から、JERS-1 搭載の SAR より更に高機能化・高性能化を図った「次
世代合成開口レーダ（SAR-2）等の研究開発」を行うこととなった。
1993（平成５）年度は、ユーザ要望を満足させる SAR システムの実現性を主
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体とした検討を概念設計として実施した。
1994（平成６）年度は、1993 年度の概念設計結果を踏まえて、開発経費、搭
載衛星のアベイラビリティ等を考慮して、ダウンサイジングはかった SAR シス
テムの実現性を主体とした検討を概念設計（その 2）として実施した。
なお、当時の宇宙開発事業団でも次世代の V-SAR（可変オフナディア SAR）の
研究が進められていたが、当時の通商産業省と科学技術庁の調整結果に基づき、
1995（平成 7）年夏の宇宙開発委員会において、次世代の SAR は、陸域観測技術
衛星（Advanced Land Observation Satellite、以下、ALOS という）に搭載し
2001（平成 13）年度頃に打ち上げることを目標として通商産業省／（財）資源
探査用観測システム研究開発機構と科学技術庁／宇宙開発事業団が共同で開発
することが承認された。
共同開発に伴い、資源探査の他、地図作成・地域観測・災害状況把握を主な
ミッションとして開発項目に取り込むことになった。
また、両者の分担として、科学技術庁／宇宙開発事業団は、PALSAR のインテ
グレーション、アンテナ構造系（アンテナメインフレーム、トラス構造、展開
機構等）を担当し、通商産業省／（財）資源探査用観測システム研究開発機構
は、SAR の電子機器部として送受信モジュール部、送受信部、信号処理部、電力
分配器、REV 注）アンテナ、インテグレーション支援を担当することが両省庁間で
合意された。 注）Rotating-element Electric-field Vector（素子電界ベクトル回転法）
共同開発に伴い次世代の SAR の名称を新たに以下のように定めた。
日本語名称：陸域観測技術衛星（ALOS）搭載用フェーズドアレイ方式 L バ
ンド合成開口レーダ
英語名称 ：Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar
略称
：PALSAR
行政の観点からは、国際的には「気候変動枠組み条約（京都議定書）」や「地
球観測サミット」において、「地球温暖化･炭素循環」、「気候変動」が共通の課
題であり、さらに後者では「大規模自然災害」、「エネルギー資源」なども主要
な課題として取り上げられている。国内では 2006(平成 18)年 3 月に閣議決定さ
れた「第 3 期科学技術基本計画」において「環境と経済の両立」の中で「地球
温暖化・エネルギー問題の克服」、「国土と社会の安全確保」などを目標として
掲げ、地球観測を「地球環境監視」、「国土保全」、「災害対策」に資するものと
して位置付けている。
エネルギー鉱物資源に乏しい我が国は、資源の大部分を海外に依存しており、
その安定供給確保を図るという見地から、我が国の高度な資源探査技術を活用
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していくことは、産業分野での宇宙技術利用の促進のみならず、資源エネルギ
ー政策上極めて重要である。2008(平成 20)年 5 月 21 日に国会で成立した宇宙基
本法では、第 6 条において宇宙開発利用に関する国際協力、宇宙開発利用に関
する外交等を積極的に推進すること、とされており、資源保有国自身も資源開
発を促進するという見地で資源探査技術の高度化・多様化に積極的であること
から、資源リモートセンシングの継続性の確保、資源ユーザのニーズの高度化
に対応した宇宙開発利用に関する国際協力、外交等の推進を PALSAR により図っ
ている。（例えば、資源外交の一環として南部アフリカ開発共同体と JOGMEC が
日本のリモートセンシング技術移転を実施することで合意）
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３−Ｂ−２

研究開発等の目標

２．１ ASTER の運用目標
ASTER の定常運用においての目標指針として、設計寿命である軌道上 5 年間、
機器が開発仕様値を満足した正常な運用を維持し、ユーザへの正常な画像供給
を継続することを目標とし、平成 18 年度に実施した中間評価において適切と判
断されている。後期運用段階における平成 18 年度から平成 19 年度までの評価
については、後期運用の研究開発目標は直前の定常運用段階と同様にユーザへ
正常な画像供給を継続することを目標とした。したがって、ASTER 後期運用の
評価目標指針は定常運用段階の目標指針と同じものを採用し、定常運用段階で
定めた ASTER 機器の開発仕様値を満足する正常な運用を維持するための評価
項目および評価指標である表 1.1-1 を採用した。また、平成１８年度と平成１９
年度における評価項目、評価指標を設定した理由は以下の（１）〜（５）であ
る。
正常な運用を維持するための評価項目および評価指標を表 2．1−2 に示す。
これらの評価項目、評価指標を設定した理由は以下のとおりである。
（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。（年 1 回評価）
（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。（年 1 回評価）
（３）校正データの評価
VNIR、SWIR、TIR の各サブシステム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：打ち上げ当初 1 回/17 日、現在 1 回/33 日、
RCC テーブル作成：特性変化に応じて適時）
（４）寿命管理品目、特性管理品目の動作時間の管理
設計サイドから運用に際し、管理が必要だとされた項目について状況を確認
する。（評価年 1 回）
（５）正常動作の確認
Terra 衛星システムとの通信インタフェース確認のため、コマンド、テレメト
リが正常に動作していることを確認する。（年 1 回評価）
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。

-6-

表 2．1−2 運用目標
項番

運用・評価項目

評価方
法（注）

評価概要

CSP と Terra システムとの通信
インタフェースの確認
温度テレメトリが正常値である
ことの確認
電圧テレメトリが正常値である
ことの確認
電流テレメトリが正常値である
ことの確認
各サブシステムの寿命管理品
目、特性地管理品目の値が適
切であることの確認

１．
１．１

システム/CSP/MPS
動作確認

５

１．２

温度テレメトリ

１

１．３

電圧値

１

１．４

電流値

１

１．５

寿命管理、特性値管理

４

２．
２．１
２．２
２．３
２．４

VNIR
MTF
過渡応答
ダイナミックレンジ
バンド間レジストレーション

２
２
２
２

２．５
２．６

Pointing 角度精度
Pointing 角設定時間

１
１

２．７

Pointing 角度安定度

１

２．８

温度制御特性

１

２．９
２．１０
２．１１

光学校正データ
暗時校正データ
電気的校正データ

３
３
３

２．１２

走査幅

２

２．１３

立体視角

２

SWIR
３．
MTF
３．１
３．２
ダイナミックレンジ
３．３
画素間感度偏差
３．４
つづきポインティング角度精度

２
２
２
１

３．５
３．６

過渡応答
冷却性能

2
１

３．７

温度制御

１

３．８
３．９
４．
４．１
４．２

オフセット
校正機能

直線状のターゲットで評価
輝度変化の大きな対象で評価
一様な輝度の対象で評価
同一場所を観測したときの差
異を評価する（初年度のみ）
エンコーダ出力の精度を確認
ポインティング移行時間の確
認
コマンド送出後 8 分後の安定
度確認
温度テレメトリが正常値である
ことの確認
校正データの算出、評価
オフセットデータの算出、評価
校正レベル、ゲインが正常で
あることの確認
既知の対象で走査幅を評価
（初年度のみ）
同一時点撮像の時間差から立
体視角を確認（初年度のみ）

評価指標

正常動作の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
設定範囲内の確認

仕様達成の確認
仕様達成の確認
仕様達成の確認
仕様達成の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
校正値の更新
校正値の更新
校正値の更新
仕様達成の確認
仕様達成の確認

仕様達成の確認
仕様達成の確認
仕様達成の確認
正常値の確認

３
３

直線状のターゲットで評価
一様な輝度の対象で評価
一様な輝度の対象で評価
設定角度と駆動後の角度の差
分を評価
輝度変化の大きな対象で評価
検出器温度テレメトリが正常で
あることの確認
温度テレメトリが正常値である
ことの確認
オフセットレベルの算出、評価
校正データの算出、評価

２
３

一様な輝度の対象で評価
校正データの算出、評価

仕様達成の確認
校正値の更新

正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
オフセット値の更新
校正値の更新

TIR
感度偏差
光学校正
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４．３
４．４
４．５

暗時校正
電気校正
経年変化評価

３
３
１

４．６

検出器温度

１

４．７

チョッパ温度

１

４．８

黒体温度

１

４．９
４．１０

画像信号出力
ポインティング角度

２
１

オフセットレベルの算出、評価
校正データの算出、評価
温度テレメトリが正常値である
ことの確認
検出器温度テレメトリが正常で
あることの確認
チョッパ温度テレメトリが正常で
あることの確認
黒体温度テレメトリが正常であ
ることの確認
出力データの確認
設定角度と駆動後の角度の差
分を評価

（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. 寿命管理品目、特性管理品目の動作時間の管理
5. 正常動作の確認

-8-

校正値の更新
校正値の更新
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
仕様達成の確認
正常値の確認

２．２ PALSAR の運用目標
PALSAR の定常運用においての目標指針として、運用目標である軌道上 5 年
間、機器が正常な運用を維持し、ユーザへの正常な画像供給を継続することを
目標とした。
正常な運用を維持するための評価項目および評価指標を表 2．1−3 に示す。
これらの評価項目、評価指標を設定した理由は以下のとおりである。
（１）テレメトリデータ等の評価
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(Rotating
Electrical Element Vector Method)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、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）
以上の目標項目の設定、評価指標は PALSAR 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 PALSAR 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 2．1−3 PALSAR 運用目標
項番 運用・評価項目
評価方 評価概要
法（注）
１． 電子機器部
１．１ 校正モード時の動 1
観測補助データによ
作確認
る動作モード移行状
況の確認
１．２ REV モード時の動 1
観測補助データによ
作確認
る動作モード移行状
況の確認
１．３ 観測モード時の動 1
観測補助データによ
作確認
る動作モード移行状
況の確認
１．４ データトレンドの ４
毎回の運用評価のデ
確認
ータによるデータ変
動の確認
２． 送受信モジュール
1
２．１ 動作確認
観測補助データによ
る動作の確認
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
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
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
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
３． 信号発生部
３．１ 動作確認

1

３．２ 温度モニタ

１

３．３ チャープ変調

３

４． 送信部
４．１ 動作確認

1

４．２ 温度モニタ

１

観測補助データによ
る動作の確認
各モードでのテレメ
トリデータの確認
校正モードでのテレ
メトリデータの確認

評価指標

正常動作の確
認
正常動作の確
認
正常動作の確
認
変動値の確認

正常動作の確
認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認

正常動作の確
認
正常値の確認
正常値の確認

観測補助データによ 正 常 動 作 の 確
る動作の確認
認
各モードでのテレメ 正常値の確認
トリデータの確認
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項番

運用・評価項目

評価方 評価概要
法（注）
３
校正モードでのテレ
メトリデータの確認
３
校正モードでのテレ
メトリデータの確認
３
校正モードでのテレ
メトリデータの確認

評価指標

５． 受信部
５．１ 動作確認

1

５．２ 温度モニタ

１

正常動作の確
認
正常値の確認

５．３ 受信系利得

２

５．４ ノイズレベル

３

観測補助データによ
る動作の確認
各モードでのテレメ
トリデータの確認
画像データによる確
認
校正モードでのテレ
メトリデータの確認
各モードでのテレメ
トリデータの確認
観測補助データによ
る動作の確認
画像データによる確
認

正常動作の確
認
正常動作の確
認

４．３ 送信出力
４．４ パルス幅
４．５ 校正信号出力

５．５ アッテネータ設定 １
パラメータ
６． データ処理部
６．１ 動作確認

1

６．２ ダイナミックレン ２
ジ
７． システム制御部
７．１ 動作確認

1

７．２ 各機器の設定パラ ３
メータ
送受信モジュール
電源
８．１ 動作確認
２

正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認

正常動作の確
認
正常値の確認
正常値の確認

観測補助データによ 正 常 動 作 の 確
る動作の確認
認
観測補助データによ 設定値の確認
る設定パラメータの
確認

８．

８．２ 温度モニタ
９．

３

画像データによる確 正 常 動 作 の 確
認
認
各モードでのテレメ 正常値の確認
トリデータの確認

制御分配器
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項番

運用・評価項目

９．１ 動作確認
９．２ 温度モニタ
１０．

評価方 評価概要
法（注）
２
画像データによる確
認
１
各モードでのテレメ
トリデータの確認

評価指標
正常動作の確
認
正常値の確認

ＲＦ分

配器
１０． 動作確認
１

２

画像データによる確 正 常 動 作 の 確
認
認

１１． 電力分配器
１１． 動作確認
１

２

画像データによる確 正 常 動 作 の 確
認
認

１２． ＲＥＶアンテナ
１２． 動作確認
１

３

校正モードでのテレ 正 常 動 作 の 確
メトリデータの確認 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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３−Ｂ−３
３．１

成果、目標の達成度

ASTER の成果、目標の達成度

３．１．１

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１８年度から平成１９年度は後期運用
段階であるが、ミ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。また、成果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３．１−３に示す。平成１８年度末に SWIR
検出器温度が上昇した。SWIR 画像は取得できたが、この温度上昇にたいする
対策を平成１９年度に実施したが、一部目標達成のできなかった項目がある。
詳細は後の節で記述する。
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平成 18 年度、平成 19 年度 ASTER 運用目標評価結果

表３．１−３
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

５
１
１
１
４

正常動作の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
設定範囲内の確
認

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

２
２
２
２

仕様満足の確認
仕様満足の確認
仕様満足の確認
仕様満足の確認

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

１
１
１
１
３

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

１．
１．１
１．２
１．３
１．４
１．５

システム/CSP/MPS
動作確認
温度テレメトリ
電圧値
電流値
寿命管理、特性値管理

２．
２．１
２．２
２．３
２．４
２．５
２．６
２．７
２．８
２．９

VNIR
MTF
過渡応答
ダイナミックレンジ
バンド間レジストレー
ション
Pointing 角度精度
Pointing 角設定時間
Pointing 角度安定度
温度制御特性
光学校正

２．１０

暗時校正

３

２．１１

電気的校正

３

２．１２
２．１３
３．
３．１
３．２
３．３
３．４

走査幅
立体視角

２
２

正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
仕様範囲内に校
正
仕様範囲内に校
正
仕様範囲内に校
正
仕様満足の確認
仕様満足の確認

２
２
２
１

仕様満足の確認
仕様満足の確認
仕様満足の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

2
１
１
３

正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認
仕様範囲内に校
正
仕様範囲内に校
正

目標達成
目標達成（注２）
目標達成（注２）
目標達成（注２）

目標達成
目標達成

目標達成

３．５
３．６
３．７
３．８

SWIR
MTF
ダイナミックレンジ
画素間感度偏差
ポインティング角度精
度
過渡応答
冷却性能
温度制御
オフセット

３．９

校正機能

４．
４．１
４．２

感度偏差
光学校正

２
３

４．３

暗時校正

３

４．４

電気校正

３

４．５

経年変化評価

１

仕様満足の確認
仕様範囲内に校
正
仕様範囲内に校
正
仕様範囲内に校
正
正常値の確認

４．６

検出器温度

１

正常値の確認

３

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

目標達成

TIR
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目標達成
目標達成
目標達成

４．７
４．８
４．９
４．１０
（注 1）
1.
2.
3.
4.
5.

チョッパ温度
黒体温度
画像信号出力
ポインティング角度

１
１
２
１

正常値の確認
正常値の確認
仕様満足の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成
目標達成
目標達成

評価方法
テレメトリデータの評価
画像データの評価
校正データの評価
寿命管理品目、特性管理品目の動作時間の管理
正常動作の確認

（注２） 平成１８年度末に SWIR の検出器温度が上昇したので、平成１９年度に後述する対策を実施した。
SWIR 画像の取得は平成 18 年度から平成 19 年度においても可能であった。なお、SWIR 機器は冷却系以外正
常動作している。

３．２

PALSAR の成果、目標の達成度

３．２．１ PALSAR の運用の目標の達成度
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 衛星「だいち」に搭載され、平成 18 年 1 月 24 日に打ち上げら
れ、平成 18 年 5 月まで初期チェックアウト、18 年 10 月まで校正検証試験が実
施され、それぞれ良好な結果がえられ、その後、定常運用に入って、すでに JAXA
では 100 万シーンを越える観測データを取得している(平成 20 年 12 月現在)。ま
た、各国の災害監視にも使用されており、
「だいち」は 120 回を越える緊急観測
に供されており(平成 20 年 12 月現在)、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 年 1 月 24 日時点において、世界で唯一の L バンドで
フルポラリメトリックの 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、近年京都議定書関連で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、PALSAR データが国内外の関係者から
大きな期待が寄せられている。
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 において今回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
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油徴抽出

地質構造解析手法
：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
少原油の検出

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。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、JERS-1SAR 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。
衛星「だいち」の推薬もあと 4〜5 年分残っており、また太陽電池も必要な電
力を十分供給し続けているため、PALSAR はその運用目標の 5 年を越えて運用さ
れることが期待できる状況にある。
また、PALSAR プロジェクトに関しては、平成 18 年度、19 年度に ALOS 打ち上
げ後の初期チェックアウト、初期校正検証試験、及びそれに続く ALOS の定常運
用における運用評価を実施してきた。
表３.２−１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３．２−１に示すように、全て目標を達成している。
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表３．２−１ PALSAR の評価指標と評価結果
項番 運用・評価項目
評価方 評価指標
法（注）
１． 電子機器部
１．１ 校正モード時の動
作確認
１．２ REV モード時の動
作確認
１．３ 観測モード時の動
作確認
１．４ データトレンドの
確認
２． 送受信モジュール

平成 18、19 年度
の評価結果

1

正常動作の確認

目標達成

1

正常動作の確認

目標達成

1

正常動作の確認

目標達成

４

変動値の確認

目標達成

２．１ 動作確認
２．２ 温度モニタ

1
１

正常動作の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成

２．３ 送信出力

３

正常値の確認

目標達成

２．４ 水平偏波移相量
２．５ 垂直偏波移相量

３
３

正常値の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成

３．
３．１
３．２
３．３

信号発生部
動作確認
温度モニタ
チャープ変調

1
１
３

正常動作の確認
正常値の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成
目標達成

４．
４．１
４．２
４．３
４．４

送信部
動作確認
温度モニタ
送信出力
パルス幅

1
１
３
３

正常動作の確認
正常値の確認
正常値の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成
目標達成
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 １
パラメータ

正常値の確認

目標達成
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項番

運用・評価項目

６． データ処理部
６．１ 動作確認
６．２ ダイナミックレン
ジ
７． システム制御部
７．１ 動作確認
７．２ 各機器の設定パラ
メータ
８． 送受信モジュール
電源
８．１ 動作確認
８．２ 温度モニタ
９． 制御分配器
９．１ 動作確認
９．２ 温度モニタ
１０．

評価方 評価指標
法（注）

平成 18、19 年度
の評価結果

1
２

正常動作の確認
正常動作の確認

目標達成
目標達成

1
３

正常動作の確認
設定値の確認

目標達成
目標達成

２
３

正常動作の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成

２
１

正常動作の確認
正常値の確認

目標達成
目標達成

正常動作の確認

目標達成

正常動作の確認

目標達成

正常動作の確認

目標達成

ＲＦ分

配器
１０． 動作確認
２
１
１１． 電力分配器
１１． 動作確認
２
１
１２． ＲＥＶアンテナ
１２． 動作確認
３
１
（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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３−Ｂ−４
４．１

事業化、波及効果について

波及効果

４．１．１ 事業目的に適合した波及効果
ASTER 及び 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、当機構で蓄積した 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 及び PALSAR の利用面からは、それぞれ光学センサと電波センサ
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・PALSAR プロジェクトの平成１７、１８年度開催の中間評価で出された
継続センサプロジェクトを立ち上げるべき、という指摘に従って ASTER 後の光
学センサの実現に向けて調査検討され、ハイパー・マルチスペクトルセンサの
開発が進められることになった。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、ASTER 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。
４．１．２ 当初想定していなかった波及効果
ASTER、PALSAR で取得された画像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。
４．１．２．１ 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、あるいは熱帯雨林等の森林伐採を減少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（インタラクション）
、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・凍土域減少の観測、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。
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４．１．２．２ 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。しかし、JERS-1/SAR では、
入射角約 38°、
偏波は HH であっ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るため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。
４．１．２．３ 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 技術を応用した地形図作成では、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は大幅に向上
（１桁程度）することが期待される。
４．１．２．４

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雨
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が期待される。
（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期待される。
（４）

水産資源分野では、ASTER と PALSAR を搭載した衛星の回帰周期がどち
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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 SAR
モードは観測幅 250〜350km が可能なので、潮目等の観測に有効である。
（５） 環境保全
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より入手できるため、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
用が期待される。
ただし、そのためには、データの継続的取得が不可欠であり、ポスト PALSAR
およびポスト ASTER の早急な立ち上げが望まれる。
（６） 防災・安全
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。なお、周波数が低いほど１対の SAR データの相関度が時間ととも
に劣化しにくく、結果として高品質の干渉パターンが得られるので、この意味
においても PALSAR データの早期提供が世界的にも期待されている。
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
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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期待される。
４．２

事業化

４．２．１ 事業化への可能性
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。一方では以下に
述べるように、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
使用するユーザの裾野を広げることが必要である。
４．２．２ 事業化の見通し
ASTER と PALSAR の開発を通して蓄積した技術を基にして、事業化が可能であ
るかどうかについて次の２つのケース、つまり宇宙機器のみの事業化と、宇宙
機器とそれから得られる画像データを合わせた事業化について検討した。
４．２．２．１ 宇宙用機器の事業化への期待
ASTER と PALSAR の開発によって得られた宇宙用機器の製造技術を用いて事業化
に結びつけるためには、部品コストの低減化と短期開発による開発コストの低
減化が必要である。この部品コストの低減化については機器の設計寿命とその
信頼度との関係で判断されるものである。また、受注数の増加と開発コストの
低減化という連鎖の中で事業機会を増加させることも期待できる。しかし、設
計寿命を長く期待されるため、現状では宇宙機器のみの事業化は難しいと思わ
れる。
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４．２．２．２ 衛星画像データを含めた宇宙用機器の事業
世界規模で市場を眺めると、ASTER と同等の中空間分解能の衛星データを供給
する衛星としては米国の Landsat と欧州の SPOT、また PALSAR のそれらについて
はカナダの RADARSAT がある。
米国では Landsat の後継機を LDCM 計画として事業化を図ってきているがこれ
まで成果をあげていない。我が国においてもこれまでに事業化について調査し
てきたが、画像データの販売だけでセンサ開発から打ち上げ、地上処理を含め
た全体事業として、収支を満足するに至っていない。一方、１メートル以下の
高空間分解能センサは地図作成等の需要があり事業化に成果をあげている。こ
のように事業化の成否を決めているのは開発における公的支援と空間分解能の
違いによる需要の違いである。ASTER と PALSAR のように中空間分解能画像は公
的性格の強い地球観測を対象にするため、需要は期待できるものの未だ市場は
成長していない。このような状況で事業として成立するために高価な価格設定
をすれば最悪ユーザの縮小になりかねない。ひいては、リモートセンシング産
業の縮小となる恐れがある。事業化を成功させるためには段階的な開発計画と
公的支援は必須である。
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３−Ｂ−５
５．１

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

研究開発計画

５．１．１ 事業目的を達成するための計画
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 においては打ち上げ後のチェックアウト、定常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５．１−１にて示す。
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・BBM (Breadboard Model)：試作試験用モデル）
・EM(Engineering Model)：開発モデル
・PFM (Prot-Flight Model)：プロトフライトモデル

図５．１−１
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▲ ▲
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・PDR (Preliminary Design Review)
・CDR (Critical Design Review)
・PQR (Post-Qualification test Review)

- 25 ＡＳＴＥＲ・ＰＡＬＳＡＲ開発スケジュール

▲
‘04/3,4
総点検

▲

▲

‘05/12 ‘06/1
PSR 打上げ

５．１．２ 採択された実施者
JAROS は ASTER および PALSAR を開発した機関であり、ASTER および PALSAR
の後期運用、定常運用を実施する者に採択されたことは妥当である。
５．２

研究開発実施者の事業体制・運営

５．２．１

適切な研究開発チーム構成での実施体制

５．２．１．１ 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
計面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)は経済産業省の傘下にある ERSDAC で分担する。
５．２．１．２ PALSAR の実施体制
PALSAR の運用に当たっては、JAROS が担当し各種センサデータの評価等を実
施している。衛星を運用し、また共同開発者である 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
で分担している。
図５．２−１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。
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ＭＥＴＩ

MOU
製造産業局

協定

航空機武器宇宙産業課

研究委託
ＮＡＳＡ
ＴＥＲＲＡ衛星
バス
センサ

データ

ＪＡＲＯＳ
ＰＡＬＳＡＲ
電子機器部

ＡＳＴＥＲｾﾝｻ

ＥＲＳＤＡＣ

ＪＡＸＡ
ＡＬＯＳ衛星
ｼｽﾃﾑ

データ

地上ｼｽﾃﾑ
図５．２−１

事業体制
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バス
センサ

５．２．２

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

５．２．２．１ プロジェクトマネージャ等の選任
ASTRE 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５．２−２に ASTER、PALSAR のプロジェクトマネージャ関連図を示す。

専務理事
ASTER センサ開発

PALSAR 電子機器部開発

H2−H22

H5−H22

研究開発部長

研究開発部長

PALSAR プロジェクトマネージャ

ASTER プロジェクトマネージャ

図５．２−２

５．２．２．２

プロジェクトマネージャ関連図

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。
図５．２−３に研究開発の進捗状況管理の流れを、図５．２−４に事業評価
体制（委員会）をそれぞれに示す。
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センサ委員会

研究開発
実施

・ クーラー分科会
・ 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フ

指導助言

・ キャリブレーション分科会

ェース分科会
（H８まで）

年度報告書

PALSAR プロジェクト
● PALSAR

報告

●EOS

報告

ASTER プロジェクト

指導

年度計画書

センサ開発委

員会
次年度計画へ
図５．２−３

進捗状況管理の流れ
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経済産業省

経済産業省
委員会

航空機武器

報告

技術評価
調査課

宇宙産業課

報告

評価の指導
●研究開発の総括的評価

資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構
（JAROS）

図５．２−４

事業評価体制
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５．２．３ 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ーフェース調整
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」
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 ERSDAC､
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。

５．２．４ 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

資金配分

５．３．２

資金の各要素技術への内部配分について

５．３．２．１ ASTER の資金配分
後期運用段階における平成１８年度から平成１９年度の ASTER を構成するサ
ブシステムそれぞれの運用開発費を次に示す。
運用開発
・SYS 運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７．１百万円
上記のサブシステムから出される要求を統合する ASTER 機器全体の運用開
発と Terra 衛星とのインターフェース開発。
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・VNIR 運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５．５百万円
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８．４百万円
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。
・TIR 運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４．８百万円
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．６百万円
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。
工程の進捗、各フェーズでの会議における討議内容等から上記の内部配分で事
業は可能であったと判断できる。
５．３．２．２ PALSAR 電子機器部の資金配分
定常運用段階における平成 18 年度から平成 19 年度の PALSAR 電子機器部
運用評価の総額は 117 百万円である。内訳は以下の通りである。
・ 電子機器部運用評価取り纏め
・・・・・・・・２８百万円
・ 運用評価データ解析評価 ・・・・・・・・・・・・・・８９百万円
電子機器部運用評価作業は、実施内容から判断し資金の内部配分は妥当であ
ったと判断できる。

５．４

費用対効果

５．４．１

投入された資源量と効果の関係

平成１８年度と平成１９年度で取得したデータを外国の類似データで代替す
る場合の費用比較を表５．４−２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。
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（算定根拠）
ASTER 及び PALSAR データ処理保存目標シーン数及びユーザ提供目標シーン数
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５．４−２に示す。
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表５．４−２

項

目

処理保存
シーン

ユーザ提
供シーン

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

H18-19 年度シーン数
（全取得シーン数）
ASTER：~39 万(~148 万)
PALSAR：~32 万( ~85 万)

代替センサ

代替する場合の必要総額

単価／シーン

（全取得シーン数の必要総額）

SPOT

RADARSAT：~40 万円

ASTER：~5.3 万(~14.7 万) SPOT
PALSAR：~0.6 万(~0.6 万)

：平均 30 万円

：平均 30 万円

RADARSAT：~40 万円

~1,170 億円 (~4,440 億円)
~1,280 億円（~3,400 億円)
~168 億円（~441 億円)
~24 億円（~200 億円）

RADARSAT は PALSAR より波長の短いＣバンドであり、熱帯雨林地域の地質構造
探査に利用できる能力は劣ると想定される。
すなわち、石油資源安定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。
５．４．２ 必要な効果がより少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、油田がみつかり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

変化への対応

５．５．１ 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
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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
ットは計画中である。
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 SAR 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。
５．５．１．１

ASTER 開発に影響を与える情勢変化と対応

（１）ASTER 開発に影響を与えた情勢変化
１）ASTER 設計寿命を超えての運用
（２）対応
１）ASTER 設計寿命を越えての運用
・VNIR と SWIR のポィンティング回数の見直し
ASTER を構成する VNIR、SWIR、TIR のそれぞれのサブシステムにポィンテ
ィング機構が組み込まれている。機構部品には歯車があり使用に比例し
て摩耗する。そのために使用回数に設計寿命が設定されており、シーン
取得に関する計画においてこのポィンティング回数は運用制限になって
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いる。
平成 1８年度には VNIR と SWIR のポィンティング回数は設計寿命を過ぎる
ため、設計寿命として定められている回数よりも、さらに長期運用が可
能となるように寿命管理を見直した。
VNIR と SWIR のポィンティング回数の設計値は、ポインティングを行う場
合に最大回転角度（±8.55°）で常に使用するとして、ポィンティング
の機械的な構造から規定される最大積算角度を超えないポインティング
回数を定めそれを設計寿命としている。しかし、実際の使用にあたって
は常に最大角度で回転することはないので、
使用可能ポィンティング回数＝（最大積算角度−これまでポィンティン
グで使用した積算角度）／（これまでの一回あたりの平均使用角度）
の計算式により実質的に運用可能なポィンティング回数を再度設定した。
・SWIR 検出器温度の上昇
SWIR は打ち上げ当初よりクーラパラメータ（ストローク、電流）の増加
現象がみられていた。クーラのストロークリミットまで達した平成 16
（2004）年 9 月 25 日以降は、検出器の温度が徐々に上昇し、平成 19（2007）
年 5 月の時点で検出器温度上昇によるオフセット値の増加が観測に影響
する可能性が高まったため、クーラのストロークリミットを 6mmp-p から
7mmp-p へ変更することにより検出器温度低下を図った。しかし 7mmp-p ス
トロークでの運用では検出器を目的温度まで冷却できずクーラ電流は危
険値（Yellow 制限値）近くまで増加したために途中で運転を断念し、
6mmp-p ストロークに戻した。この時検出器温度は対策前の温度より約 1.5
K 低下した。
その後検出器温度が再び上昇したため、平成 19（2007）年 10 月に再度
7mmp-p と 6mmp-p ストロークの再起動を試みたが、検出器温度を 77K で制
御することはできなかった。
その後も検出器温度の上昇は続き 87K にまで達したため 77K 設定による
運用を断念し、クーラへの負荷を低減させるために 83K 設定による再起
動運用を平成 20（2008）年 1 月 18 日に試みた結果、検出器温度 83K を維
持できた。
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SWIR 画像に関しては、
検出器温度 84K では使えないデータが稀に発生し、
87K では多くのデータが使えない状態になる。従って、平成 19 年度には、
SWIR 画像の提供できない時期があった。
・校正係数の近似式表示の確立
当初、画像データは校正係数を取得する３３日毎（当初は 17 日毎）にし
か校正できなかった。しかし、校正係数の時間的変化を表す近似式を得
られるようになったので、ユーザにたいして効率的により実態に近い係
数を提供することができるようになった。
５．５．１．２

PALSAR 運用に影響を与える情勢変化と対応

（１）PALSAR の後継機開発
平成 18、19 年度で、PALSAR 運用に影響を与える情勢変化はない。
（２）対応
なし。
５．５．２

代替手段との比較

ASTER 開発に影響を与えた情勢変化として上述したように「NASA の予算縮小
による衛星の変更」、「打ち上げの延期」、「運用期間の延長」がある。これら全
ては NASA との調整事項であり、代替手段はない。
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３−Ｃ−１ 事業の目的・政策的位置付け
本事業「次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発」の目的は、次世代地球観測衛星に搭載
される高性能ハイパースペクトルセンサにより取得されるデータを、様々な分野において活用す
るための基盤技術を開発することである。ここでいう次世代地球観測衛星とは、我が国の宇宙産
業の国際競争力の強化と宇宙の産業利用の促進に寄与し、地球観測データ利用産業の振興・拡大
に資するため、エネルギー資源の探査および環境保全等の継続的監視を目的として、経済産業省
が開発しているものである。
１−１

事業に対する国の関与

１−１−１

国の関与の必要性と意義

総合科学技術会議（平成 16 年 9 月 9 日）は、宇宙開発利用の意義として、①国家戦略技術と
しての重要性、②我が国の総合的な安全保障への貢献、③地球・人類の持続的発展と国の矜持へ
貢献の３つの観点を挙げている。宇宙開発で必要とされる技術は、さまざまな高度技術の統合の
上に成立つ代表的な巨大システム技術であり、科学技術創造立国を標榜する我が国にとって、国
の持続的発展の基盤となる重要な国家戦略技術として位置づけられるとしている。我が国の宇宙
開発利用は、これまでの研究開発、技術開発を重視した「宇宙開発」の時代から、
「宇宙の利用・
産業化」を通じた国民生活の質の向上、総合的な安全保障の確保、経済の活性化、産業競争力の
向上を目指す時代への転換期を迎えており、総合科学技術会議による「地球観測の推進戦略」
（平
成 16 年 12 月）は、利用ニーズ主導の統合された地球観測システムの構築を基本戦略の一つとし
て挙げている。
また、エネルギー安全保障を含む我が国の総合的な安全保障や国民の安全・安心の観点から、
逼迫しているエネルギー資源の効率的探査および地球規模での環境問題等に対応するため、高頻
度で継続的な地球観測の重要性が認識されている。このことから「地球観測の推進戦略」におい
て、エネルギー・鉱物資源の安定供給と水資源・農林水産資源の持続的な安定供給を図るため、
包括的な地球観測情報を整備する必要があると明示しており、特に、エネルギー・鉱物資源分野
は、
「地表面の物質構成やその状態を詳細に観測するためのハイパースペクトル（高波長分解能）
計測技術等高度衛星観測技術の開発、データベース整備及び解析利用技術の確立を行う」とある。
このように、可視近赤外から短波長赤外域にわたり超多バンドを保有する高波長分解能ハイパ
ースペクトルセンサの開発および取得されるデータの利用基盤技術の研究は、我が国として「宇
宙の利用のフロンティアを切り拓く」ための基盤技術として位置付けられており、国が主体的に
取り組む必要性・意義がある。
昨年、これまでの宇宙開発を総合的に発展させようとする宇宙基本法（平成 20 年 8 月 27 日施
行）
）が制定された。この中で示されている宇宙開発の基本理念の一つに、我が国の産業の振興の
ために、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成果の円滑な
企業化等を行わなければならないということが挙げられており、国は、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・実施する責務を有すると明示されている。
現在、本事業と緊密に連携して進めている経済産業省の「高性能ハイパースペクトル等研究開
1-1

発プロジェクト」では、国内初の衛星搭載型ハイパースペクトルセンサの開発が行われている。
一方、海外では、衛星搭載型ハイパースペクトルセンサは、これまで米国 NASA を中心に開発
された衛星 EO-1 に搭載された Hyperion があるが、これは研究目的のセンサであり、データ精
度や運用等において商業利用としては不十分な仕様であった。現在計画されているものは、米国
では、海軍研究所（NRL：Naval Research Laboratory）が中心に開発している沿岸観測用ハイ
パースペクトルセンサ HICO（Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean）プロジェクト、具
体的なミッション要求の調整を開始した NASA Next Decadal Mission の第二フェーズの
HyspIRI（Hyperspectral Infrared Imager）プロジェクトがある。また、欧州では、ドイツ航空
宇宙センター（DLR：Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt）を中心とする官民連携プ
ロジェクトとして計画されている EnMAP（Environmental Mapping and Analysis Program）
プロジェクトやイタリア宇宙機関（ASI：Agenzia Spaziale Italiana）で進められている PRISMA
（PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa）等、複数の衛星搭載型ハイパースペク
トルセンサの開発計画が進行中である。
・HICO は、2009 年に国際宇宙ステーションに設置を予定している、主として沿岸域や浅瀬を対
象に撮影する海洋観測用センサである。
観測波長帯は 400nm から 1,000nm、
波長分解能は 10nm、
S/N 比は 200 以上を計画しており、クロロフィル、有色溶存有機物（CDOM：Colored Dissolved
Organic Matter）
、水深測量、海底タイプ、サンゴ礁の状態や海岸植生分類などの浅水域の光学的
な特性に関連するアルゴリズムの開発や実証を目的としたセンサである。
・HyspIRI は、2013 年から 2016 年の間に打上予定の低高度軌道上の衛星に搭載される予定であ
る。可視域（380nm）から短波長赤外域（2,500nm）までの波長帯を 10nm の波長分解能で測定
する画像スペクトルメータ（VSWIR）と、熱赤外域（8μm から 12μm）を５バンドで測定する
マルチスペクトル熱赤外域（TIR）イメージャから構成されるセンサである。地上分解能はどち
らも直下視で 60ｍを予定しており、その主たる用途は、炭素循環、エコシステム、地表と地球内
部に焦点を当てた幅広い研究を目的としている。
・EnMAP は、農林業、土壌・地質環境、沿岸域・内陸水域、都市の進展、土地利用と地表の変
化、自然災害とリスク、気候変動を網羅する幅広いエコシステムパラメータの調査を主目的とし
たセンサで、2012 年に打上げ予定の衛星に搭載される。観測波長帯は、420nm から 1,000nm ま
での可視近赤外域（S/N 比は 500 以上）と 900nm から 2,450nm までの短波長赤外域（S/N 比は
150 以上）であり、地上分解能 30ｍ、観測幅 30km である。
・PRISMA は、ハイパースペクトル製品の開発や宇宙空間でのペイロードの能力確認に注目した
重量約 400kg の小型技術実証衛星で 2011 年打上げ予定といわれている。観測波長帯は、400nm
から 1,010nm までの可視近赤外域と 920nm から 2,500nm までの短波長赤外域であり、地上分解
能 30ｍ、観測幅 30km である。また、地上分解能 5m、観測幅 30km のパンクロマティックセン
サの搭載も予定している。
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このように、欧米各国においてもハイパースペクトルセンサに係るミッションが次世代地球観
測衛星の主流であり、宇宙の先進技術分野における将来の我が国の立場を確保するだけでなく、
国際社会における我が国の地位を高めるためにも、国が主体的となりセンサ開発を行うとともに、
これまで実利用化されていないハイパースペクトルデータの基盤技術開発を、世界に先駆けて早
期に実用化することは、様々な衛星データ利用分野における我が国の優位性確保のために重要で
ある。
上記のように、本事業は国家のエネルギー戦略や地球環境監視の基盤技術として活用されるも
のであるとともに、宇宙分野における我が国の地位確保に大きく貢献するものであり、経済産業
省が平成 17 年 3 月に策定した「技術戦略マップ」においても「宇宙利用促進に資する基盤技術開
発については、国が積極的に研究開発を行うとともに、速やかに民間へ技術移転することが重要
である。産業政策の面では、事業化が見込まれる研究開発におけるリスクを負担することにより、
民需の開拓を通じて、我が国の基幹産業に成長させることが重要である」旨指摘されており、国
が積極的に関与する必要性・意義は極めて大きい。
１−１−２

社会的ニーズ

宇宙利用の中核技術の一つであるリモートセンシングの実利用に向けた高度利用技術の開発に
対して、地球環境、農・林・水産業や国土管理等の幅広い分野から大きな期待が寄せられている。
なかでも資源分野における衛星データの利用について、経済産業省は「石油資源遠隔探知技術研
究開発」等でこれまで実施しており、実用化のレベルに達していると考えられる。しかしながら、
我が国の一次エネルギー供給に占める石油依存度は 50％程度と高く、今後も石油の安定的な供給
の確保が重要であり、さらに、効率的な石油資源等の遠隔探知を可能とするため、資源探査能力
を格段に向上させた光学センサの最先端技術であるハイパースペクトルセンサへの要求が出され、
センサ開発プロジェクトが開始された。
このハイパースペクトルセンサは、従来のセンサであるマルチスペクトルセンサに比べ波長分
解能が高く、より詳細な地表物質の特定等が可能であることから、財団法人資源・環境観測解析
センター（ERSDAC：Earth Remote Sensing Data Analysis Center）は航空機搭載型ハイパー
スペクトルセンサによって取得されたデータを用いた石油・金属鉱物資源探査の精度向上の研究
開発を進めてきた。また、他の研究において、ハイパースペクトルセンサが、その他の様々な分
野、例えば、バイオマス測定・植生分布・沿岸地域の汚染状況等に関する有用な情報を取得でき
る可能性が示され、地球環境保全等への利用が期待されている。このような衛星データ利用動向
を勘案して、本事業のハイパースペクトル利用基盤技術研究は、資源以外の分野における利用拡
大の方策を展開することとした。
実際、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：Japan Resources
Observation System and Space Utilization Organization）が実施した平成 14 年度リモートセ
ンシング産業技術動向調査の結果では、国内の衛星データ利用数の多い分野の上位四位は、環境、
防災、農業、地図であり、社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC：The Society of Japanese
Aerospace Companies）が実施した平成 16 年度次世代地球観測衛星システムに関する調査報告
書によると、アジア地域のデータ利用分野の上位四位は、防災、地図、農業、都市環境となって
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おり、地質・資源分野以外のニーズも高いという調査結果が得られている。
平成 11 年に打ち上げられた ASTER センサにより取得されたデータの有償配付総数は、平成 20
年 3 月までに 36,000 シーンを超え、その利用分野をみても、地質・資源関連以外で約 80％を占
め、上記調査の上位利用分野における衛星情報への期待の大きさが裏付けられる。
以上、本事業を推進することにより、次のような社会的ニーズに対応できる。
①

農作物の生産管理技術、水産資源の管理技術などへの応用が可能なデータ統合・解析シス
テムの充実化

② 資源エネルギー探査や環境管理に資するための基礎情報の整備
③ 海外の農地分布や栽培期間の観測への基礎情報提供による貢献、主要作物の生育・収穫変
動の把握等の技術開発
④ 森林資源変動の実態把握等の共同研究推進
⑤ 地球環境保全などの分野で、衛星データ利用推進による安心で安全な社会構築への貢献
１−１−３ 官民の役割分担
衛星搭載型ハイパースペクトルセンサで取得されるデータから有益な情報を効率的・効果的に
抽出する手法開発、高度なデータ処理解析アルゴリズム開発およびスペクトルデータベースを含
む処理解析システム構築などの基盤技術の研究開発は先端的であることから、民間企業における
開発投資回収リスクなどを軽減すること、および、民間企業間で共有化できる基礎技術であると
ともに諸外国に対する技術移転による国際貢献の対象にもなり得ることから、国が関与して開発
すべきである。
また、その取得されるデータを、ユーザが利用できるレベルに処理加工する地上データシステ
ムの開発は、社会基盤整備の一環として国が役割を負うべき事業である。この地上データシステ
ムの開発および運用は、初期投資が莫大でかつ継続的な投資が必要であるため民間のみで実施す
ることは困難な事業である。
一方、国が開発した情報抽出技術や実利用化技術といった基盤技術を基に、ハイパースペクト
ルデータを活用し、エネルギー・鉱物資源分野、農林業分野、環境分野等において、石油・金属
鉱物資源探査、食糧の安定供給の方策の策定、バイオマス測定による地球温暖化対策の策定など
の具体的な目的のために資する事業の展開は、民間が実施すべきである。
１−２

事業目的・政策的位置付け

１−２−１

政策的意義

平成 16 年 12 月の総合科学技術会議が示した「地球観測の推進戦略」
（以下、
「推進戦略」とい
う。
）は、今後 10 年程度の我が国が地球観測に取り組むに際しての考え方、戦略的に取り組むべ
き重点課題・事項等を示した。この「推進戦略」は、国として喫緊に対応すべきニーズを明確に
した上で、ニーズに的確に応え得る重点的な取り組みを戦略的に行うことが必要であるとして、
①国民の安心・安全の確保、②経済社会の発展と国民生活の質の向上、③国際社会への貢献、の
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３つの観点を示している。このうちの②経済社会の発展と国民生活の質の向上において、国はエ
ネルギー・鉱物資源の安定供給と水資源・農林水産資源の持続的な安定供給を図るため、包括的
な地球観測情報を整備する必要があると明示しており、特にエネルギー・鉱物資源分野の推進戦
略として、
「ハイパースペクトル（高波長分解能）計測技術等高度衛星観測技術の開発、データベ
ース整備及び解析利用技術の確立を行う」とあることは既に述べたとおりである。森林資源分野
の推進戦略は、衛星観測を活用した森林バイオマス変化量の活用、森林観測データの体系的管理、
森林資源情報の利用拡大を図るとあり、農業資源分野は、農業生産量、農作物被害状況、農地劣
化の把握等のために衛星データの実用化を図るとある。さらに、
「土地利用及び人間活動に関する
地理情報」分野は、アジア・オセアニア地域を中心とした土地利用データ及び人間活動の内容・
影響度の空間的分布に関するデータ整備の必要性を示している。
一方、国際的には、平成 17 年 2 月に開催された第 3 回地球観測サミットにて、
「全球地球観測
システム（GEOSS） 10 年実施計画」
（以下、
「10 年実施計画」という。）が採択された。この「10
年実施計画」は、気候変動や生態系、防災、エネルギー等の 9 つの分野に代表される社会的利益
に対して、従来、個別に計画・利用されてきた人工衛星や地上観測などの多様な観測システムを
統合・連携させようという全世界的な取り組みである。
このような背景の下、平成 17 年 3 月経済産業省は、産学官の知見を結集し、わが国初となる「技
術戦略マップ」を策定し、新産業を創造していくために必要な技術目標や製品・サービスの需要
を創造するための方策を示した。この「技術戦略マップ」は、情報通信、ライフサイエンス、環
境・エネルギー、製造産業における 20 分野において策定され、このうち製造産業分野に含まれる
「宇宙分野」においてハイパースペクトルセンサの開発が計画された。
また、平成 18 年 3 月 22 日の総合科学技術会議基本政策専門調査会において、第 3 期（平成 18
〜22 年）基本技術政策の柱である科学技術の「分野別推進戦略」が選定され、
「戦略重点科学技
術」のうち「衛星の高信頼性・高機能化技術」において、ハイパースペクトルセンサ技術が選定
された。その選定理由として、先進的なリモートセンシング技術の一つであり第 3 期期間中に大
きな進展が期待されるハイパースペクトルセンサについて、データ処理解析技術等の研究開発を
集中的に進め、環境観測、資源探査等の広範な分野における地球観測データの有効活用を図るこ
とが挙げられた。
なお、この「推進戦略」を受けて、地球観測事業において分野間又は府省・機関間の連携を推
進するために文部科学省の科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会に「地球観測推進部会」
が設置され、
「10 年実施計画」も踏まえ、「平成 20 年度の我が国における地球観測の在り方」及
び「平成 20 年度の我が国における地球観測の実施方針」が策定された。このなかでも、第 2 章基
盤的研究開発の推進、第 1 節観測技術及び情報技術の開発における今後の課題に、
「観測能力や観
測データの利便性の向上を図る観点から、高波長分解能（ハイパースペクトル）データ利用開発
や標準化された迅速な画像処理等の技術開発を進めることが必要である」ことが示されている。
「宇宙基本法」で示している基本的施策の一つとして、信頼性の維持及び向上を図ることが重
要であり、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策
を国は講ずるものとするとしている。
このように、本事業は我が国の様々な施策、政策を成就するための主要テーマであり、実施す
る意義がある。
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１−２−２

科学的・技術的意義

ハイパースペクトルセンサは可視域から短波長赤外域を含めた波長全体を約 200 の細かいバン
ドに分けて連続的にスペクトル情報を取得することができる。そのため、同じ領域を 7〜14 バン
ドで離散的に情報を取得しているマルチスペクトルセンサに比べ、ハイパースペクトルデータは
より多くかつより詳細な情報を得ることができる。しかしながら、このデータの実利用技術は、
主として航空機搭載型センサによって取得されたデータを用いた研究の段階に留まっており、衛
星搭載型ハイパースペクトルセンサ開発だけではなく、そのデータ利用技術を世界に先駆けて早
期に実用化することが、我が国の優位性確保のために重要である。また、衛星ハイパースペクト
ルデータを含む様々な衛星データフュージョン等による目的指向型の実利用技術の開発が、衛星
データ利用拡大の観点から喫緊の課題となっている。
本事業では、以上の観点を踏まえ、情報抽出技術研究開発および実利用化技術研究を進めてい
る。以下に、これらの科学的・技術的意義について示す。
①

情報抽出技術研究開発における科学的・技術的意義
情報抽出技術研究開発は、衛星搭載型ハイパースペクトルセンサのデータ処理技術や情報抽出

技術の研究開発からなり、最新の情報処理技術や画像処理技術等を取り込んだデータ処理技術の
確立を目指すものであり、その成果は実利用化技術研究に利用されるものである。
具体的には、ハイパースペクトルデータから対象物の物理量推定のために必要なバンドを選択
抽出し、抽出しバンドから物理量を推定して付加価値のある情報にする技術の研究開発（付加価
値情報抽出技術研究開発）
、ハイパースペクトルデータと他の衛星データなどと合わせて活用する
ためのデータフュージョン技術の研究開発（データフュージョン技術研究開発）、既存衛星データ
の継続性を保持して経時変化を解析する等のために、ハイパースペクトルデータを既存衛星セン
サのバンドに合わせてスペクトルを再構成する技術の開発（等価マルチバンドデータ作成技術研
究開発）
、大気による影響やセンサ入射角の違い等による反射率特性の変化を補正するデータ補正
や、地上代替校正・検証やデータ蓄積方法などの技術の研究開発（データ処理技術研究開発）か
らなる。
①−１ 付加価値情報抽出技術研究開発における科学的・技術的意義
岩石・鉱物の多くは、反射および放射スペクトルにおいて特徴的な吸収応答を示すため、ハイ
パースペクトルデータによって、これらの岩石・鉱物を識別し、さらに変質の有無やその分帯構
造を把握することができれば、地質調査や資源探査にきわめて有用な情報を得ることが出来る。
このような考えの下に、種々の航空機搭載型のハイパースペクトルセンサが資源探査の現場で実
用に供されており、変質鉱物のマッピング等に威力を発揮している。しかし、ハイパースペクト
ルデータを実利用化するという面からみたこれまでの技術開発の分野は、資源分野以外において
はほとんど技術が確立されていない状況にある。なかでも、植生や森林に関連する分野の対象物
は、が岩石・鉱物とは異なりほぼ同じスペクトル特性を示す。その一方で、同一対象物でも撮影
時期による生育段階の違いから、得られるスペクトルデータも異なるが、その違いは岩石・鉱物
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と比較にならないほど僅かであり、岩石・鉱物に適用した解析技術をそのまま用いることは困難
であり、先進的な統計学的手法や実験的な航空機ハイパースペクトルデータとフィールド調査に
よるモデル化等により、得られたスペクトルデータから目的とする物理量を推定する技術を開発
する必要があり、これらの実利用化を目指すことは技術的・科学的意義がある。
①−２ データフュージョン技術研究開発における科学的・技術的意義
地球観測衛星に搭載されるセンサは、光学センサと合成開口レーダ（SAR）が主として用いら
れている。光学センサによる観測では、高空間分解能パンクロマティックセンサ、マルチスペク
トルセンサがある。一方、SAR では、送受信波の波長の差による X バンド、C バンド、L バンド
センサがある。さらに、送受信波の向きを変えることができる多偏波を用いるものもある。これ
らセンサは、それぞれ異なる目的をもって開発・運用されたものであり、得られる情報も様々な
特徴を有していることから、これらをハイパースペクトルデータと融合解析することにより、新
たな知見が得られることが期待される。さらに、GIS 技術を利用して他の物理データや地上観測
データなどとの融合解析により、使用する情報双方の特徴を生かした補完的な情報を、結果的に
は広域に亘って効率的に抽出、作成することが可能となる。このようなより新しい情報を得る技
術に衛星搭載型ハイパースペクトルセンサによって取得されるデータも含めることができれば、
空間解析、画像処理、情報処理等の分野に飛躍的な進歩がもたらされる可能性があることから、
技術的・科学的意義がある。
①−３ 等価マルチバンドデータ作成技術研究開発における科学的・技術的意義
衛星データの特徴として、同じ場所を繰り返し、同じ精度で観測できることが挙げられる。こ
の特徴は、環境分野等において、経時的変化を捉える手段として有効に利用されている。しかし
ながら、異なるセンサを用いた経時的な処理を行う場合には、より低い性能のセンサデータと等
価なデータセットを作成することが必要となる。例えば、中空間分解能および高空間分解能衛星
は、その特性上地球の同一地域を観測する場合一週間以上も撮影機会がないことが多く、また、
LANDSAT 衛星や SPOT 衛星のように、シリーズとして継続的に打ち上げられ運用されてきた衛
星でも、同じセンサを持つ衛星が同時に複数個運用されることはほとんどないのが現状である。
このことから、経時的な変化を把握するため、すなわち、ユーザに対してデータの継続性を保持
するために、衛星ハイパースペクトルデータから LANDSAT、SPOT、ASTER 等のマルチスペク
トルの衛星データと等価なデータを作ることは、環境保全・環境監視に関して大幅に観測要求を
満たすことができることから、技術的・科学的意義がある。
①−４ データ処理技術研究開発における科学的・技術的意義
衛星画像から諸物理量を導出し、また時系列解析を行うためには、センサによる観測値を正し
く幾何・放射量・大気補正し、かつ基本的物理量抽出（大気補正・温度・放射率等）のための高
精度なアルゴリズムを適用する必要がある。
一般に、地球観測センサでは、宇宙環境下での突発的で原因究明困難な多くの誤差要因（素子
不具合・迷光・素子間感度偏差等の機器起因によるものから衛星本体の不具合や温度条件変化
等々）の発生や、経時的劣化があるため、常にその品質を検証し、必要に応じ各種校正を行い、
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観測値を正しい値に維持する補正技術が必要となる。さらに、地表面の物理量抽出においては、
必ず大気を介し地表面を観測していることから、基本的な物理量である放射輝度から各種の基本
的物理量に変換（大気補正や温度・放射率分離等）する必要があるため、様々な大気および地表
面との相互作用に関する技術的・科学的課題があり、これらを克服する研究開発が必要である。
また、衛星搭載型ハイパースペクトルセンサの観測幅は、マルチスペクトルセンサと比較する
と数分の一と狭いため、ポインティング機能によりセンサ入射角を変えないと全球観測できない
が、入射角が変わると反射率の特性が変化する科学的課題があり、その補正に関する研究開発が
必要である。
本研究では、高い波長分解能による識別能力の向上が可能となる世界トップレベルの高性能な
地球観測ハイパースペクトルセンサに関する画像補正技術を高精度化するため、より具体的かつ
効率的に技術開発を行うことは、衛星データ地上処理システム開発にも利活用可能な基盤技術し
て技術的・科学的意義がある。
②

実利用化技術研究における科学的・技術的意義
前述した付加価値情報抽出技術研究開発では、取得されたハイパースペクトルデータが内包す

るスペクトル情報から特定の物理量を得る技術の開発を行うことを目的しているが、実利用化技
術研究では、この付加価値情報抽出技術だけでなく、データ処理技術やデータフュージョン技術
等を基盤に、必要に応じて衛星データ以外のデータ等も利用してユーザが要求する物理量を求め
る包括的な技術の研究である。例えば、広域に亘る水稲の収量を推定する場合、観測幅の狭いハ
イパースペクトルデータだけでなく観測幅の広いマルチスペクトルデータを併用すること（デー
タフュージョン技術）や地上計測データも活用するなどの方法が現実的であり、頑健性や高精度
化という目的も含めて衛星ハイパースペクトルデータを効果的、効率的に活用する実利用化を目
指すことは、技術的・科学的意義がある。

実利用化技術
情報抽出技術
付加価値情報抽出技術

データフュージョン技術

スペクトル
データベース構築

等価マルチバンドデータ作成技術

データ処理技術

図 1-2-2-1 各技術の相対関係イメ−ジ図

１−２−３ 社会的・経済的意義
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資源分野における衛星データの実用化は、資源安定供給の意義は満たされているが、利用ユー
ザ数は限定されている。一方、農林業、環境分野は、関与する潜在的なユーザ数は圧倒的に多く、
これら分野におけるデータ利用の一般化が進めば、衛星データが社会共通インフラストラクチュ
アとしての地位を獲得して宇宙産業への認識が高まるとともに、これらの分野においても、例え
ば、農作物や森林の病害虫による被害の早期把握、作物の生育情報・品質情報の把握およびそれ
ら情報に基づく適切な施肥等の適切な時期の把握、米の旨みの向上のためのタンパク質の把握、
高精度な樹種分類に基づくバイオマスの把握、精密な土地被覆分類の把握など、付加価値情報を
産出することで、ハイパースペクトルデータ活用の裾野を大きく拡げることに結びつくことから、
産業振興における社会的・経済的意義は大きい。
また、本研究開発で進めている等価マルチバンドデータ作成技術により、衛星ハイパースペク
トルデータから ASTER 等のマルチスペクトルの衛星データと等価なデータを作成することがで
きると、ハイパースペクトルセンサ搭載の衛星は ASTER センサ搭載衛星の後継機として担うこ
とになり、二つの衛星の役割を一台で果たすことが可能となることから、経済的意義は大きい。
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３−Ｃ−２ 研究開発等の目標
２−１ 研究開発等の目標、目標水準及び目標の妥当性
本事業は、地球観測データ利用産業の振興・拡大に資するため、次世代地球観測衛星に搭載さ
れる高性能ハイパースペクトルセンサにより取得されるデータを用いた基盤技術を開発すること
が目的であり、これらが様々な利用者に活用されることが最終目標である。
中間評価の対象期間である平成 18、19 年度に実施した技術は、以下の２つである。
①データ処理技術研究開発
②付加価値情報抽出技術研究開発
これらの個々の研究開発目標（最終目標と中間目標）、目標水準（中間評価時点）、目標の妥当
性を表 2‑1‑1 にまとめた。その概要は以下の通りである。
（１）データ処理技術研究開発
データ処理技術研究開発は、農業・森林・環境等の分野に共通する要素技術の研究開発であり、
ここでは、BRDF（双方向反射率分布関数：Bidirectional Reflectance Distribution Function）
特性の把握とその補正方法について、水稲を対象として研究した。
① BRDF 特性把握と補正に関する技術研究
（最終目標）水稲の BRDF 測定を行い、既存補正手法の妥当性確認とその方式による効果を明ら
かにし、ハイパースペクトル衛星データを補正し、水稲の収量や品質を推定するための基礎デー
タである輝度値や反射率の測定精度を向上する技術を確立する。
（目標水準）テストサイト 1 箇所で、航空機観測およびそれと同期した地上計測による水稲の
BRDF 測定を２時期以上実施することにより、水稲の BRDF 特性を把握すること、および、BRDF
補正が画像データに与える効果を定量的に評価する。
BRDF 補正は、反射表面上のある地点に対して、ある方向から光が入射したとき、それぞれの
方向へ、どれだけの光が反射されるかを表す、反射地点に固有の関数に基づき輝度値や反射率を
補正することである。現在計画されている衛星搭載型ハイパースペクトルセンサは、観測幅がマ
ルチスペクトルセンサと比較して狭いため、ポインティング機能によって観測可能範囲を補おう
としている。そこで、センサの入射角が変わることによる反射率特性の変化を予め把握し、補正
効果を明らかにする必要がある。
（２）付加価値情報抽出技術研究開発
付加価値情報抽出技術研究開発は、実利用化技術研究の要素技術の一つであり、ハイパースペ
クトルデータから対象物の物理量推定のために必要なバンド（波長帯）を効率的かつ効果的に抽
出し、抽出されたバンドから物理量を推定するため関係をモデル化する技術研究である。対象物
として以下の４つ（水稲・牧草・茶・沿岸海水）を選定し、そのサイトにおける現地調査と取得
したデータの抽出、解析、モデル化に係る研究を行い、当該成果が汎用性や高度化を目指す実利
用化技術研究を行うべきかどうかの判断材料に資する。
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① 水稲の収量推定、品質推定手法に関する技術研究
（最終目標）衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内外で実利用可能な、２つ以上の品
種の収量推定および玄米タンパク質含有率の推定が可能なモデルを確立する。
（中間目標）航空機ハイパースペクトルセンサによる観測、地上型分光放射計による分光反射係
数計測およびその他の簡易計測による水稲生育調査を実施することによって、従来用いられてき
たマルチスペクトルデータに比べて推定精度が向上することを確認するために、取得されたデー
タから水稲収量および品質指標の一つである玄米タンパク質含有率を推定する手法の実現可能性
を調査する。
（中間目標水準）テストサイト１箇所で、垂直分光反射率等を計測（地上計測および空撮を３時
期で取得）する。取得したハイパースペクトルデータと水稲収量、玄米タンパク質含有率の実測
データの関係を PLS 回帰分析および重回帰分析による推定モデルを用いて検討し、定量的評価を
行う。
② 牧草の生育、品質モニタリング手法に関する技術研究
（最終目標）衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内で実利用可能な牧草乾重量、草高
およびマメ科率の推定が可能なモデルを確立する。
（中間目標）地上計測データと航空機による撮影データから牧草乾重量と草高を推定するモデル
を試作し、マルチスペクトルデータに比べてのハイパースペクトルデータの有効性を確認すると
ともに、マルチスペクトルデータではできなかったマメ科率を推定するモデルを試作する。また、
厳密な大気補正を施さなくてもユーザの要求精度を満たす推定式を構築する。
（中間目標水準）テストサイトにて、垂直分光反射率（地上と空撮を１時期取得）、バイオマス、
土壌水分等を計測し、現地計測手法を構築するとともに、取得した計測データによる乾重量、草
高推定の最適な統計的手法を検討し、当該推定手法を定量的に評価する。また、マルチスペクト
ルデータによる推定結果と比較し精度が高いことを確認するとともに、牧草生育状況図を作成す
る。さらに別サイトにて、垂直分光反射率、バイオマス、土壌水分等を計測（地上２時期と空撮
を１時期取得）し、取得した計測データから PLS 回帰および各種植生指標による単回帰によりマ
メ科率を推定し、その定量的評価を行う。
③ 茶の摘採適期推定手法に関する技術研究
（最終目標）衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内で実利用可能な、摘採適期までの
日数の推定が可能なモデルを確立する。
（中間目標）地上計測データから、マルチスペクトルデータではできなかった新芽出開き度（新
芽の生育段階）を推定するモデルを試作し、推定された新芽出開き度から摘採適期までの日数を
推定するモデルを試作する。
（中間目標水準）テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、出開き度等を計測（４時期取得）
し、取得した地上計測データによる出開き度推定モデルを検討するとともに、推定された出開き
度から摘採適期日を推定する。推定誤差は３日以内とする。
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④ 沿岸水質モニタリングに関する技術研究
（最終目標）衛星ハイパースペクトルデータを利用した、有色溶存有機物の分光吸収係数推定式
を確立する。
（中間目標）海上計測データと航空機による撮影データから、有色溶存有機物の分光吸収係数推
定式を構築し、沿岸環境モニタリング手法を開発する。
（中間目標水準）テスト海域にて、垂直分光反射率（海上と空撮を１時期取得）
、海水温度、塩分
濃度等を計測し、有色溶存有機物の分光吸収係数の推定式を構築する。
過去に実施された衛星データ利用分野の調査や本事業の平成 18 年度におけるユーザ要求調査
等の結果、実利用面からハイパースペクトルデータが大いに役立つ可能性の高い分野として農業、
森林、環境、エネルギー・資源分野が挙げられた。特に、農業、経営のために情報化、高付加価
値化を進める必要があり、その一つのツール、情報源としてハイパースペクトルデータの利用を
考えている。そこで、平成 18、19 年度の研究対象項目として、農業分野では水稲、牧草および茶
を以下の理由により選定した。
・水稲

： 水稲は、世界三大穀物の一つであり日本の主食である。耕作者の高齢化や離農に

よる人口減のため経営規模拡大を図る必要があり、効率的かつ精密な品質・収量管理が求められ
ている。品質において、米の旨みは重要な価値となる情報である。既存のマルチスペクトルデー
タによる品質・収量管理として実利用は試みられているものの、そのデータの撮影時期は収穫時
期に近く、生育段階の早い時期での撮影データではその精度は十分ではなく、ハイパースペクト
ルデータの活用による精度向上が期待されている。
また、東南アジア諸国の米産業は、日本ほど機械化、集約化がされておらず、環境的・人為的
要因により自給率が低下することがあり、当該諸国の食糧安全保障の観点から、より効率的な水
稲の品質・収量管理が求められている。このような農業生産の混乱は、食料の多くを輸入に頼っ
ている日本にも直接影響を与える可能性が大きく、我が国の食糧安全保障の観点からも当該技術
が必要とされている。
・牧草

： 牧草は、国内の酪農・畜産業を支える基本飼料であり、観測される牧草自体が商

品である。本業種では、経営規模の拡大や飼料自給率の低迷などの現状を鑑み、自給飼料基盤に
立脚した効率的な酪農・畜産経営が求められている。北海道の農家一戸当たりの平均草地面積は
50ha 以上であり、一般に、牧草の生育地域は面積が広いため、衛星データを活用する対象物とし
て好適であること、経営草地の約 40％は遠隔にあるために広域モニタリングが必要であること、
既存のマルチスペクトルでは困難であった品質に関連する草種混合率や収量に関する情報を得る
ためにハイパースペクトルデータの実利用化が期待されている。
・茶

：

茶は、栽培面積あたりの価格が比較的高く、高付加価値作物の一つである。そのた

め水田や畑地から茶畑への転作が進行中であり、特に九州などで大規模な営農が行われている。
環境負荷軽減や肥培管理、大型機械の導入、省力化などを目的に精密農業化かつ集約農業化の必
要性が要求されており、品質を保ちながらより多くの収量を確保するために、最適な摘採時期を
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判断するために衛星ハイパースペクトルデータの利用が期待されている。茶葉の生産・輸出が国
の重要な産業となっている東南アジアでもマルチスペクトルデータが、茶葉の健康管理や生産量
推定などの研究に用いられており、ハイパースペクトルデータによる高精度化への期待が寄せら
れており、ハイパースペクトルデータの実利用化の可能性を把握する。
環境分野で選定したテーマである沿岸水質モニタリングの対象物を有色溶存有機物（CDOM：
Colored Dissolved Organic Matter）とした。CDOM は、土壌、植物、生活排水、農業排水など
の河川流入水起源の物質と植物・動物プランクトンや魚などの海洋生物起源の物質から生成され
る混合体であり、青から紫外域の波長帯を吸収する特性を有する。また、CDOM は、植物プラン
クトンや海藻などの底生植物の栄養塩の供給源であり、植物プランクトンの新陳代謝を促進する
ことに貢献するものであり、重金属や毒性有機物を吸着する。CDOM は、これまでは河川流入水
のモニタリングや海洋生態系への影響評価に用いられてきたが、今後は開発途上国の海域の環境
監視、赤潮発生予測、漁業被害低減、汚染された沿岸環境の復旧モニタリングやサンゴ礁の保全
等の利活用に期待される物理量である。
なお、本事業では地上で取得するスペクトルデータや衛星ハイパースペクトルデータをユーザ
が効率的に利用するためのデータベースを構築し、実利用化技術研究の成果を「ガイドライン」
としてデータベースに組み込み、ユーザがハイパースペクトルデータを簡単に利用・解析できる
ようにするために、取得されるスペクトルデータはすべてデータベースに登録される。
上記の目標（１）は、ハイパースペクトルデータの実利用化にとって最も基本となる基盤技術
研究である。目標①の要素技術研究は、すべての方向に同じ反射成分を持つ理想的な面である対
象物はほとんどなく、また対象物が植物のように時間的に変化するものであれば計測する時期や
時間ごとに異なる特性を持つことから、ハイパースペクトルデータの方向ごとに異なる反射特性
を補正する必要が生じる。このことから、BRDF の取得方法や BRDF による補正方法を標準化と
するべく検証するために必要な課題である。
目標（２）の中の、目標①および②の生育モニタリングは、これまでの衛星搭載型マルチスペ
クトルセンサを利用した場合に比べ、どの程度精度がよくなるのかを明らかにするために必要な
課題である。目標②の草種判別および③〜④は、従来のマルチスペクトルデータでは精度的に困
難であった課題であり、基礎的研究として必要であるとともに、その成果次第では実利用化技術
研究に発展させる価値のある課題である。これらの課題を解決するための目標を表 2‑1‑1 に示す。
この中で、目標③に示した「推定誤差は３日以内とする」の値は、生産現場における茶葉の摘
採適期期間はほぼ７日であることから、前後３日以内の推定誤差範囲がこの 7 日に収まる値とし
て設定した。
これらの目標は、従来の既存研究を踏まえ計画されており、目標設定として妥当なレベルであ
ると考える。
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表 2‑1‑1 研究開発目標（平成 18、19 年度）
全体計画
「次世代地球観

(1)データ処理技術研究開発

測衛星利用基盤

分野に共通する要素技術の研究開発であり、BRDF 特性の把握とその

技術の研究開

補正方法を確立することが目標である。

発」の研究内容

(2)付加価値情報抽出技術研究開発
ハイパースペクトルデータから対象物の物理量推定のために必要なバ
ンドを効率的かつ効果的に抽出し、抽出されたバンドから物理量を推
定するため関係をモデル化する技術の確立が目標であり、その手法の
定量的評価のために５件以上行う。

個別要素技術の目標・目標水準・目標の妥当性等
目標 1‑1：BRDF 特性把握とその補正に関する技術研究
水稲の BRDF の測定を行い、既存補正手法の妥当性確認とその方式に
よる効果を明らかにし、ハイパースペクトル衛星データを補正し精度
を向上する技術を確立する。
目標水準：
・テストサイト１箇所での水稲の BRDF 測定（地上計測と空撮を２時
期以上取得）
データ処理技術
研究開発

・取得したデータから水稲の BRDF 特性を把握
・BRDF 補正が画像データに与える効果の定量的把握
目標の妥当性：
開発中のセンサは日本で初めての衛星搭載型ハイパースペクトルセン
サであり、そのセンサによって取得されるデータを利用するための基盤
技術を研究することは重要な課題である。
BRDF 補正技術とその効果を定量的に把握しておくことは、ハイパース
ペクトル衛星データの取得時の条件の違いによる差異を校正するため
に適切な補正を取得データに施すことができ、精度向上の点で必要な課
題である。
目標 2‑1：水稲の収量推定、品質推定手法に関する技術研究
地上型分光放射形による分光反射係数計測、簡易計測および航空機に
よる撮影による水稲生育調査を実施するとともに、マルチスペクトル
データよりも推定精度を向上させるために、取得されたデータから水
稲収量および玄米タンパク質含有率を推定する手法の実現可能性を調
査する。
（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内外で実利用可
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能な、２つ以上の品種の収量推定および玄米タンパク質含有率の推定が可能
なモデルを確立する。）
中間目標水準：
付加価値情報抽
出技術研究開発

・テストサイト１箇所で垂直分光反射率等の計測（地上計測と空撮を３
時期取得）
・取得した計測データと水稲収量、玄米タンパク質含有率の実測データ
の関係を PLS 回帰分析および重回帰分析による推定モデルにて検討し、
定量的評価を行う
目標 2‑2：牧草の生育モニタリング手法に関する技術研究
地上計測データと航空機による撮影データから牧草乾重量と草高を推
定するモデルを試作し、マルチスペクトルデータと比較してハイパー
スペクトルデータの推定精度が良いことを確認する。
（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内で実利用可能
な、牧草の乾重量および草高の推定が可能なモデルを確立する。
）
中間目標水準：
・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、バイオマス、土壌水分等
の計測（地上と空撮を１時期取得）
・現地計測手法の構築
・取得した計測データによる乾重量、草高推定の最適な統計的手法を検
討
・当該推定手法の定量的把握
・マルチスペクトルデータによる推定結果との比較で精度高いことを確
認
・牧草生育状況図を作成
目標 2‑3：牧草の品質モニタリング手法に関する技術研究
地上計測データと航空機による撮影データからマメ科率を推定するモ
デルを試作する。また、厳密な大気補正を施さなくてもユーザの要求

付加価値情報抽

精度を満たす推定式を構築する。

出技術研究開発

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内で実利用可能

（続き）

な、牧草のマメ科率の推定が可能なモデルを確立する。
）
中間目標水準：
・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、バイオマス、土壌水分等
の計測（地上２時期と空撮を１時期取得）
・取得した計測データから PLS 回帰および各種植生指標による単回帰に
よりマメ科率推定し、定量的評価
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目標 2‑4：茶の摘採適期推定手法に関する技術研究
地上計測データから新芽出開き度（新芽の生育段階）を推定するモデ
ルを試作し、推定された新芽出開き度から摘採適期までの日数を推定
するモデルを試作する。
（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを利用した、国内で実利用可能
な、摘採適期までの日数の推定が可能なモデルを確立する。
）
中間目標水準：
・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、出開き度等の計測（地
上４時期取得）
・取得した計測データによる出開き度推定モデルの検討
・推定された出開き度から摘採適期日を推定、誤差３日以内
目標 2‑5：沿岸水質モニタリングに関する技術研究
海上計測データと航空機による撮影データから、有色溶存有機物の分
付加価値情報抽

光吸収係数推定式を検討し、沿岸環境モニタリング手法を開発する。

出技術研究開発

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを利用した、有色溶存有機物の

（続き）

分光吸収係数推定式を確立する。）
中間目標水準：
・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、海水温度、塩分濃度等
の計測（海上と空撮を１時期取得）
・有色溶存有機物の分光吸収係数の推定式を構築
目標の妥当性：
農業分野における利用の面では、これまでの衛星データでは不可能であ
った牧草のマメ科率推定を目指し、地上で計測されたスペクトルデータ
およびハイパースペクトル航空機データから目的とする情報を得る推
定式を検討し、その推定式の定量的評価を得るものであり、ハイパース
ペクトルデータ固有の特長を活用するものである。また、それ以外の既
存のマルチスペクトルデータで利用化されている項目は、それ以上の有
効性（例えば、精度向上）を目指しており、今後実利用化技術を確立す
るために重要かつ必要な基盤技術である。
一方、環境分野における利用面では、汚染された河川水の沿岸環境への
影響把握などのような沿岸環境モニタリングに期待される物理量であ
る CDOM を精度良く推定する式の開発であり、新規技術研究開発であ
る。

なお、平成 20 年度以降の研究開発については、５−１研究開発計画に示す。
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３−Ｃ−３ 成果、目標の達成度
３−１ 研究開発成果（平成 18、19 年度）
３−１−１

研究開発成果（全体概要）

本事業の目的は、次世代地球観測衛星に搭載される高性能ハイパースペクトルセンサにより取
得されるデータを用いた基盤技術を開発することであり、これらが様々な利用者に活用されるこ
とが最終目標である。平成 18、19 年度は、(1)データ処理技術研究開発として①BRDF 特性把握
と補正に関する技術研究と、(2)付加価値情報抽出技術研究開発として①水稲の収量推定、品質推
定手法に関する技術研究、②牧草の生育・品質モニタリング手法に関する技術研究、③茶の摘採
適期推定手法に関する技術研究、④沿岸水質モニタリングに関する技術研究を開発した。
その結果、(1)①の「BRDF 特性把握と補正に関する技術研究」の開発項目については、表 2-1-1
の目標 1-1 に関して、テストサイトにおける水稲の BRDF 測定を３時期に行い、その測定データ
からそれぞれの時期における BRDF 特性曲面を得た。また、撮影角度を変えて撮影した２枚の航
空機データに対して BRDF 特性曲面を使って補正した結果、補正前のデータに比べ、スペクトル
の差の分散は小さくなり、その精度を向上することができた。
(2)の「付加価値情報抽出技術研究開発」の項目については、目標 2‑1 から 2‑5 に関して、水稲
の収量推定、品質推定手法、牧草の生育モニタリング手法、牧草の品質モニタリング手法、茶の
摘採適期推定手法および沿岸水質のモニタリングに関するモデルを試作することができ、それぞ
れのモデルによる推定結果を定量的に評価することができた。
以上、プロジェクト全体の研究開発成果概要を表 3‑1‑1 に示す。これらの成果は、平成 20 年度
以降の計画へ引き継がれ、新たに取得を予定しているデータを加えることや不要なデータをスク
リーニングするなど統計面での精度向上を図りモデルを確立し、さらに、有用と判断される技術
については精度向上、汎用化等を図る技術研究を行うことで、実利用化技術として確立できると
考えられる。
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表 3‑1‑1 プロジェクト全体の研究開発成果
年度 平成18年度

研究項目
(1)データ処理
技術研究開発

①BRDF特性把握と
その補正に関する
技術研究

・水稲BRDFの測定（１時期）
・BRDF特性曲面の作成
・BRDF補正による精度向上度合いの定量的把
握

①水稲の収量推
定、品質推定手法
に関する技術研究

・分光反射率等の測定（３時期）
・水稲収量の統計的推定手法の検討と定量的
評価
・玄米タンパク含有率の統計的推定手法検討
と定量的評価

︵
ユ
ザ
要
求
調
査
等

・分光反射率等の測定（２時期）
・牧草マメ科率の統計的推定手法検討と定量
的評価
・厳密な大気補正が不要な牧草品質推定式を
開発

︶

(2)付加価値情
②‑2牧草の品質モ
報抽出技術研究
ニタリング手法に
開発
関する技術研究

・分光反射率等の測定（１時期）
・現地計測手法の構築
・牧草乾重量、草高の統計的推定手法検討と
定量的評価

ー

②‑1牧草の生育モ
ニタリング手法に
関する技術研究

・分光反射率等の測定（４時期）
・新芽出開き度推定手法の検討
・出開き度から摘採適期までの日数の検討と
定量的評価

③茶の摘採適期予
測手法に関する技
術研究

・分光反射率等の測定（１時期）
・有色溶存有機物の分光吸収係数の推定式の
構築

④沿岸モニタリン
グに関する技術研
究

３−１−２

平成19年度

研究項目別の成果

３−１−２−１

データ処理技術研究開発

①BRDF 特性把握と補正に関する技術研究
経済産業省が開発中の衛星搭載型ハイパースペクトルセンサの観測幅は 30ｋｍであり、マルチ
スペクトルセンサの 90ｋｍと比較して狭く、ポインティング機能によって観測要求に応えること
になると予想されるため、
斜めから撮影したデータは BRDF の影響を大きく受けると考えられる。
そこで、地上調査と航空機観測により水稲の BRDF を測定し、取得された画像データに対して
BRDF 補正を行い、BRDF 補正が画像データに与える効果を検討した。
対象地域は、宮城県大崎市にある古川農業試験場とその周辺の農地で、ほぼ単一の品種が同一
の生育段階にある水田である（図 3-1-2-1）
。
地上調査は、水稲の重要な生育段階ごとに行い、幼穂形成期である 7 月、出穂期である 8 月、
刈り取り直前である 9 月に、地上携行型分光放射計（フィールドスペック）により実施した。フ
ィールドスペックの観測波長域は 350〜2,500nm、波長分解能 1nm である。地上計測では、正確
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な方位と角度で計測できる器具を作成し、フィールドスペックのプローブに取り付け、16 方位に
つき 0、10、20、30 度それぞれの天頂角ごとに測定した。BRDF を算出するための回帰分析の精
度を高めるために、午前 9 時と 12 時に同等の計測を 2〜3 回実施した。（図 3-1-2-2）

大崎市

図 3-1-2-1 古川農業試験場とその周辺の対象地域
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図 3‑1‑2‑2 BRDF 計測用冶具
一方、航空機計測は８月の地上計測と同時に行った。使用したセンサは、航空機搭載型ハイパ
ースペクトルセンサ AISA で、観測波長域 400〜2,500nm、190 バンド、可視近赤外域の波長分
解能は 8.9nm、短波長赤外域は 11.4nm、空間分解能 1.5ｍで撮影した。航空機は、検証地点の斜
め上空から天頂角約 10 度まで水稲を撮影できるようにし、16 方位に飛行した。撮影時刻は、午
前 10 時頃に実施するとともに、BRDF の変化も把握するために 12 時にも同様に撮影した。
AISA データは、コース間分光反射率の差と姿勢情報から計算される画素ごとの方位角と天頂
角の単相関を計算し、相関係数が 0.6 以上のデータだけを用いて BRDF の計算に使用した。AISA
およびフィールドスペックによる BRDF 特性曲面を図 3-1-2-3 に示す。
次に、BRDF 補正が画像データに与える効果を定量的に評価した。評価に用いたデータは、
BRDF 補正していないデータ、フィールドスペックによる BRDF 特性によって補正したデータ、
AISA による BRDF 特性によって補正したデータである。最初に、隣接するコースにおいて重な
る部分から 181 圃場を選定し、隣接するコースのオーバーラップを利用し、各圃場の反射率の差
分をデータごとに計算した。これらの圃場は、異なる 2 つの角度から観測されており、異なる
BRDF の影響を受けた同一圃場のスペクトルを得ることができる。仮に BRDF による影響が適切
に補正されていれば、異なる角度から観測されているスペクトルの差分の分散は、BRDF 補正さ
れていないデータと比較して小さくなるはずである。計算結果は、可視域（661nm）および近赤
外域（842nm）の波長において、ほとんどの圃場の分散は小さくなった。さらに、分散の減少を
検定した結果、フィールドスペックによる BRDF では有意に分散が減少した圃場は全体の 25%を
占め、AISA による BRDF では 56%以上が減少した。すなわち、AISA による BRDF を補正する
ことによって半分以上の圃場の分散が有意に小さくなったことが示された（表 3-1-2-1）
。
画像データで確認すると、コース縁辺の輝度値が改善され、画像がスムースに繋がっているこ
とがわかる（図 3-1-2-4）
。
以上の結果、宮城県古川農業試験場付近における水稲の BRDF 測定を３時期に実施し、作成し
た水稲の BRDF 特性曲面からその特徴が明らかとなった。また、航空機画像データには BRDF
特性が原因と考えられる輝度値の差が現れており、BRDF 補正により精度よく修正できた。BRDF
は、植物ごとの生育段階ごとによって異なると考えられており、今後は、水稲の各生育段階の
BRDF 影響度合いを把握するとともに、他の植物における BRDF についても計測し、検討を行う
必要がある。
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AISA
North

North
West

West

1.00

0.08

0.80
0.06

0.60

Reflectance

0.40

Reflectance

0.04

0.20
0.00
-0.20

0.02
0.800 -1.000

0.00

0.060 -0.080

0.600 -0.800

East

0.200 -0.400

0.020 -0.040
0.000 -0.020

South

0.000 -0.200

South

-0.020 -0.000

East

0.400 -0.600

-0.02

0.040 -0.060

-0.200 -0.000

可視域（661nm）

近赤外域（842nm）

フィールドスペック
North
North
West

West

0.03

0.015

0.02

0.010
0.005

reflectance
0.010 -0.015

0.01

0.000

reflectance

0.005 -0.010

-0.010

0.000 -0.005

-0.015

-0.005 -0.000

-0.020

-0.01

East

-0.020 --0.015

-0.02
0.020 -0.030

East

0.010 -0.020

-0.010 --0.005
-0.015 --0.010

0.00

-0.005

0.000 -0.010

South

-0.010 -0.000

South

-0.020 --0.010

可視域（661nm）

近赤外域（842nm）

図 3‑1‑2‑3 BRDF 特性曲面

表 3-1-2-1 BRDF 補正による分散の影響
補正処理

分散が小さくなった圃場の数(割合)

分散が有意に小さくなった圃場の数
(割合)

661nm

842nm

661nm

842nm

FieldSpec

115 (86%)

108 (60%)

18 (10%)

46 (25%)

AISA

146 (81%)

128 (71%)

110 (61%)

101 (56%)
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（補正前）

（補正後）
図 3‑1‑2‑4 AISA 画像における BRDF 補正効果

３−１−２−２ 付加価値情報抽出技術研究開発
① 水稲の収量予測手法等に関する技術研究
ハイパースペクトルデータを用いた水稲の収量および玄米タンパク質含有率を推定するための
解析技術を開発した。対象地域は、宮城県大崎市の宮城県古川農業試験場および周辺の水稲圃場
である（図 3‑1‑2‑1 参照）
。
この対象地域において、地上携行型分光放射計（フィールドスペック）による計測と航空機搭
載型ハイパースペクトルセンサ（AISA）による撮影を行い、３段階の生育段階（幼穂形成期の７
月、出穂・開花期の８月、収穫前の９月）における反射スペクトルの変動を把握した。取得した
各データから推定した収量および玄米タンパク質含有率と収穫後に実測した収量および玄米タン
パク質含有率との関係を比較検討し、その推定モデルを試作した。ここでは、連続スペクトルを
包括的に解析できる PLS 法および水稲の生態に直接関係のある特定波長帯を選択できる重回帰
分析による多変量解析をおこなった。その説明変数として、フィールドスペックと AISA による
分光反射係数の他に、BRDF 補正した分光反射係数も検討した。
本検討によって、対象地域における水稲の収量予測、玄米タンパク質含有率推定に際して最適
な補正方法や推定モデルが明らかにされ、ハイパースペクトルデータを用いた水稲の収量や玄米
タンパク質含有率を推定する基盤技術が構築される。
これまでに平成 19 年 7 月、8 月、9 月の現地調査で得られたデータを検討した結果、以下の知
見を得た。
PLS 回帰分析による収量推定、
玄米タンパク質含有率推定モデルの決定係数を示す
（表 3-1-2-2、
3）
。BRDF 補正したデータの方（No.4 および 6）が、補正していないデータ（No.2）より決定係
数が良いことから、BRDF 補正が有効である可能性を示すことができた。ただし、BRDF 補正は
AISA（No.4）データを使用した場合より FieldSpec による補正のほう（No.6）が決定係数は大
FieldSpec では 60 度で計測した BRDF
きかった。
これは AISA の視野角が 20 度しかないのに比べ、
3-6

で補正したため、AISA では BRDF 補正するための係数が十分に得られなかったためと考えられ
る。IARR 法や EL 法は補正効果が現れていない（No.3,5,7 および No.8,9,10）。これらについて
は今後、解析方法を改良するなどの検討をする予定である。

表 3-1-2-2 PLS による収量推定モデルの決定係数 R2
AISAデー
タによる輝
度値勾配
補正
FieldSpec
×
×
×
○
○
AISA
×
×
×
○
×
計測方法

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FieldSpec
データによ
IARR変換
る輝度値
勾配補正
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○
○
×
○
○
×
×
×
×
○
×

データ計測日

Empirical
Line補正

2007年7月24日

2007年8月10日

2007年9月13日

0.44
0.48
0.52
0.69
0.70

0.37
0.47
0.47
0.49
0.75
0.55
0.59

0.20
0.53
0.62
0.67
0.69
0.85
0.75
0.07
0.19
0.51

×
×
×
×
×
×
×
○
○
○

2007年9月14日

0.68
0.67
0.89
0.61
0.67
0.24

9 月 14 日データセットはオーバフィッティング

表 3-1-2-3 PLS による玄米タンパク含有率推定モデルの決定係数 R2
AISAデー
タによる輝
度値勾配
補正
FieldSpec
×
×
×
○
○
AISA
×
×
×
○
×

No.

計測方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FieldSpec
データによ
IARR変換
る輝度値
勾配補正
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○
○
×
○
○
×
×
×
×
○
×

データ計測日

Empirical
Line補正

2007年7月24日

2007年8月10日

2007年9月13日

0.67
0.54
0.56
0.59
0.54

0.81
0.68
0.35
0.79
0.56
0.68
0.59

0.59
0.79
0.84
0.73
0.75
0.96
0.83
0.42
0.55
0.61

×
×
×
×
×
×
×
○
○
○

2007年9月14日

0.72
0.73
0.91
0.66
0.73
0.16

最も決定係数の高い No.6 のデータセットを説明変数とした収量および玄米タンパク質含有率
推定式の回帰直線と 95％信頼区間を図 3-1-2-5 に示す。このデータセットにおける PLS による玄
米タンパク含有率推定式の 95％信頼区間は狭く、推定精度は非常に高いと考えられる。

収量（g/m2)

玄米タンパク含有率(%)
8.5

700
650

8.0
7.5

550

実測値

実測値

600

500
450

7.0
6.5

400
6.0

350
300

5.5
300

350

400

450

500

550

600

650

5.5

700

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

予測値

予測値

図 3-1-2-5 収量および玄米タンパク含有率推定回帰直線(No.6, 9 月 13 日)
この推定モデルの頑健性を確認するために、図 2-1-2-5 に示した推定式の標準化偏回帰係数と、
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偏回帰係数の 95％信頼区間を表した（図 3‑1‑2‑6）が、偏回帰係数が正負にまたがる波長がほと
んどで、特定の波長を決定する明らかな結果とはなっていない。この原因として、水稲生態情報
と関係のない波長帯まで含めて解析したため、オーバーフィッティングしている可能性が考えら
れる。現在、実測データは約 20 サンプルであるが、百数十バンドものハイパースペクトルデータ
を検討するためには、50 サンプル程度必要であると考えられる。今後、実測データを増やすと共
に、解析する波長を特定して適用する特殊な PLS 法など、各種解析手法を適用して解析精度の向

1486
1543
1600
1657
1714

2261

2375

2033

1156

980

2090
2147
2204
2318

-0.5

1213
1270

0.0

1042
1099

2318
2375

2261

1657

2033

1714

1486
1543
1600

529
572

751
797
842
888
934
980
1042
1099
1156
1213
1270

-0.5

617
661
706

0.0

402
443

0.5

934

0.5

751
797
842
888

1.0

572
617
661
706

1.0

402
443
486
529

1.5

標準化偏回帰係数

1.5

2090
2147
2204

2.0

486

標準化偏回帰係数

上を目指す必要がある。

-1.0

-1.0

-1.5

波長（nm）

波長(nm)

a) 収量

b) 玄米タンパク含有率

図 3-1-2-6 モデル式の標準化偏回帰係数（No.6, 9 月 13 日）
参考までに、表 3-1-2-2,3 で最も決定係数の高かった推定モデルで予測した収量推定図、玄米
タンパク質含有率推定図を図 3-1-2-7 に示す。

680g/m2

8.1%

327g/m2

5.7%

図 3-1-2-7 PLS による収量推定図(左)および PLS による玄米タンパク含有率推定図（右）
②‑1 牧草の生育モニタリング手法に関する技術研究
生育状況によって僅かに異なる牧草のスペクトル特性を識別することによって、生育モニタリ
ング手法（牧草の乾重量、草高とスペクトルの関係）を確立するための解析技術を研究開発した。
対象地域は、北海道江別市の元野幌農場および酪農学園大学隣接農場である（図 3‑1‑2‑8）。
3-8

元野幌農場（120ha）

UL(-63405E,-97555N)
LR(-60650E,-99850N)
平面直角座標 12 系(GRS80)
国土地理院の数値地図 25000（地図画像）『札幌東南部』を使用

5.0km
国土地理院の数値地図 200000（地図画像）『札幌』を使用

酪農学園大学隣接農場（6ha）

UL(-60575E,-101165N)
LR(-59200E,-103045N)
平面直角座標 12 系(GRS80)
国土地理院の数値地図 25000（地図画像）『野幌』を使用

図 3-1-2-8 牧草生育モニタリング手法研究対象地域
この対象地域において、地上調査と航空機による撮影を行い、地上携行型分光放射計（フィー
ルドスペック）による分光反射係数データおよび航空機搭載型ハイパースペクトルセンサ
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（CASI‑3）による分光放射輝度（スペクトルデータ）を収集し、ハイパースペクトルデータから
牧草の乾重量と草高を推定する手法を検討し、その手法の定量的評価を行った。具体的な手順は
以下のとおりである（図 3‑1‑2‑9）
。
①地上計測によるスペクトルデータから対象物のスペクトル特性を把握し、適切な回帰モデル
を適用して予測式を作成する。
②得られた予測式の精度を評価するとともに、良好な結果から得られた回帰モデルを用いて航
空機データへ適用するために最適化した予測式を作成する。
③最適化した予測式を航空機データに適用し、生育状況を面的に把握する。
地上計測データの解析

航空機計測データの解析

前処理

大気補正（反射率変換）
ノイズ除去

予測式作成
目的変数
①乾重量（gDM/m2）
②草高（cm）

回帰分析

予測式の作成・評価

生育状況図作成
予測式の最適化

生育状況図

図 3‑1‑2‑9 牧草生育モニタリング手法に関する技術研究の解析手順
検討した回帰モデルは、バンド選択によって得られる植生指標を用いた単回帰、および多バン
ドの反射率を用いた PLS 回帰の 2 つである。
本研究によって、地上のスペクトルデータを用いた牧草の乾重量、草高を推定するモデルの特
徴が明らかにされ、このモデルをスペクトル分解能が粗い航空機データに適用した場合の評価を
行うことで、衛星ハイパースペクトルデータによる牧草の乾重量、草高を推定する生育モニタリ
ング手法の基礎が構築される。
これまでに、平成 19 年 7 月に現地調査を行い、検討した結果、以下の知見を得た。
地上のスペクトルデータから植生指標を用いた単回帰モデルでは、オリジナルのスペクトルデ
ータから取り出した 1,075 バンドのデータの全て組み合わせで植生指標 NDVI（＝(Rj−Ri)／(Rj
＋Ri)）と RVI（＝Rj／Ri）をそれぞれ計算し、これらの植生指標と実測による乾重量と草高との
相関解析を行った。乾重量での RVI 決定係数 R2 コンターマップを例として図 3-1-2-10 に示す。
相関の高いピークが見られる A1 から A5 のエリアごとに最も R2 が高い組み合わせを求め、予測
式の精度を評価した。これらの５つエリアから隣接波長の組み合わせである A4 を除くと、中間
赤外における反射率のピーク直後と近赤外における反射率のピークである A5 は、かなり高い相
関が得られた。また、乾重量、草高ともに、720〜730nm 付近のレッドエッジと近赤外の組み合
わせで良好な結果が得られることが明らかとなった（表 3-1-2-4）
。
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波長i (nm)

A5
R2
0.75

A4
0.50

A3
0.25

A1

A2

RVIi,j

0

波長j (nm)

図 3-1-2-10 乾重量と RVI の相関決定係数 R2 のコンターマップ
表 3-1-2-4 選択バンドの特徴および評価結果(上：乾重量，下：草高)
手法

NDVIi,j

RVIi,j

手法

NDVIi,j

RVIi,j

Area

チャンネルi チャンネルj
の波長
の波長

R2

RMSE

CV-RMSE

チャンネルi
の特徴

A1

440

370

0.44

30.92

35.53

A2

550

936

0.72

21.81

24.99

グリーンの
反射率ピーク

A3

720

928

0.75

20.56

23.07

レッドエッジ

A4

1028

1,030

0.76

20.05

22.01

A5

1682

1,350

0.65

24.24

27.68

A1

440

370

0.45

30.61

35.03

A2

548

936

0.75

20.42

22.78

A3

910

722

0.75

20.56

23.05

A4

1030

1,028

0.76

20.04

22.01

A5

1684

1,350

0.67

23.72

26.84

R2

RMSE

CV-RMSE

Area

チャンネルi チャンネルj
の波長
の波長

中間赤外（前半）の
反射率ピーク

グリーンの
反射率ピーク
近赤外（前半）の
反射率ピーク

中間赤外（前半）の
反射率ピーク

チャンネルi
の特徴

チャンネルj
の特徴

近赤外（前半）の
反射率ピーク
近赤外（前半）の
反射率ピーク

水蒸気吸収帯

近赤外（前半）の
反射率ピーク
レッドエッジ

水蒸気吸収帯

チャンネルj
の特徴

A1

434

370

0.72

5.18

6.37

A2

552

812

0.62

5.99

7.34

グリーンの
反射率ピーク

A3

754

738

0.74

4.96

5.63

レッドエッジの終端

レッドエッジ

近赤外の
反射率ピーク直後
近赤外の
反射率ピーク直後

近赤外の
反射率ピーク直後
中間赤外（前半）の
反射率ピーク

レッドエッジの終端

レッドエッジ後の近赤外

A4

1128

1,126

0.88

3.34

3.84

A5

1118

1,682

0.77

4.62

5.71

A1

436

370

0.72

5.11

6.24

A2

552

758

0.70

5.31

6.55

グリーンの
反射率ピーク

A3

730

772

0.74

4.92

5.58

レッドエッジ

レッドエッジ後の近赤外

近赤外の
反射率ピーク直後
中間赤外（前半）の
反射率ピーク直後

近赤外の
反射率ピーク直後
近赤外（前半）の
反射率ピーク

A4

1128

1,126

0.88

3.34

3.83

A5

1712

936

0.83

3.96

4.51
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また、多波長の情報を用いる PLS 回帰では、乾重量の場合には RMSE（二乗平均平方根誤差）
と CV-RMSE（Leave one out クロスバリデーションにより求めた RMSE）の差がやや大きいこ
とから、オーバーフィッティングの傾向があると考えられるものの、乾重量、草高のいずれの場
合も決定係数 R2 は 0.80、0.90 と高く、当てはまりが良い予測式が得られている（表 3-1-2-5）。

表 3-1-2-5 PLS 回帰の評価結果(左：乾重量，右：草高)
2

2

手法

R

RMSE

CV-RMSE

手法

R

RMSE

CV-RMSE

PLS

0.80

18.55

28.16

PLS

0.90

4.85

4.99

次に、上述の回帰モデルを航空機データへ適用するために最適化の検討を行った。具体的には、
地上計測によるスペクトルデータを航空機と同一のスペクトル分解能（約 20nm）にリサンプリ
ングし、RVI による単回帰と PLS 回帰を行った。その結果、単回帰ではレッドエッジ付近のバン
ドである 832 と 731nm（乾重量）および 731 と 773nm（草高）による RVI との決定係数がどち
らも 0.74 であった（表 3-1-2-6）
。PLS 回帰での決定係数は、それぞれ 0.78、0.75 であったが、
乾重量では RMSE と CV-RMSE の差が大きく、
オーバーフィッティングの傾向がある
（表 3-1-2-7）
。

表 3-1-2-6 リサンプリングしたスペクトルによる選択バンドの特徴および評価結果（上：乾重量，下：草高）
手法

RVIi,j

手法

RVIi,j

Area

チャンネルi チャンネルj
の波長
の波長

R2

RMSE

CV-RMSE

A1

690

631

0.48

29.68

33.38

A2

551

951

0.75

20.65

23.17

A3

832

731

0.74

21.10

23.82

R2

RMSE

CV-RMSE

Area

チャンネルi チャンネルj
の波長
の波長

A1

670

410

0.42

7.40

9.23

A2

551

793

0.69

5.37

6.66

A3

731

773

0.74

4.97

5.73

チャンネルi
の特徴

チャンネルj
の特徴

レッドのクロロフィル
吸収直後
グリーンの
反射率ピーク

近赤外（前半）の反射率
ピーク後の水蒸気吸収帯

レッドエッジ後の近赤外 レッドエッジ
チャンネルi
の特徴

チャンネルj
の特徴

レッドのクロロフィル
吸収ピーク
グリーンの
反射率ピーク
レッドエッジ

レッドエッジ直後
レッドエッジの終端

表 3-1-2-7 リサンプリングしたスペクトルによる PLS 回帰の評価結果（左：乾重量、右：草高）
手法

R2

RMSE

CV-RMSE

手法

R2

RMSE

CV-RMSE

PLS

0.78

19.17

28.94

PLS

0.75

4.85

6.94

以上の解析での RVI を用いた予測式と、ASTER/VNIR を想定してスペクトル分解能をリサン
プリングしたマルチスペクトルデータによる RVI（IR/R）
を用いた予測式の精度を比較した結果、
ハイパースペクトルデータによる結果の方が精度がよいことがわかった（表 3-1-2-8）。
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表 3-1-2-8 マルチスペクトルによる RVI とハイパースペクトルによる RVI の比較
種別

植生指標

マルチスペクトル
（ASTER/VNIR）
ハイパースペクトル

乾重量

草高

R2

RMSE

CV-RMSE

R2

RMSE

CV-RMSE

RVI
（IR/R）

0.59

26.28

29.91

0.67

5.71

6.93

RVI832,731

0.74

21.10

23.82

0.74

4.97

5.73

上述の RVI を用いた予測式を航空機データに適用して生育状況分布図を作成した結果、収穫日
による圃場毎の生育状況の違いだけでなく、同一の収穫日や圃場においても生育状況にばらつき
がある様子を把握することができた。また、空間分解能を 15m にした場合でも傾向は変わらず、
圃場が大きく生育状況のばらつきが顕著な地域において、ある程度の範囲で圃場内の不均一性を
把握することも可能であることが明らかとなった（図 3-1-2-11）
。
今後は、さらにデータを収集し、頑健性を高めるとともに精度向上の検討を行い、ハイパース
ペクトルデータが持つ高波長分解能を有効に活用した推定手法を確立する必要がある。
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予測値
(gDM/m2)
150

実測値
(gDM/m2)
● 0〜50
● 50〜75
● 75〜100
● 100〜125
● 125〜150
● 150〜

75

0

UL(-63140E,-97885N) LR(-60525E,-99650N) 平面直角座標 12 系(GRS80)

予測値
(gDM/m2)
150

実測値
(gDM/m2)
●
0〜50
● 50〜75
● 75〜100
● 100〜125
● 125〜150
● 150〜

75

0

UL(-63140E,-97885N) LR(-60525E,-99650N) 平面直角座標 12 系(GRS80)

図 3-1-2-11 元野幌農場の牧草生育状況図(乾重量)（上：1m 分解能、下：15m 分解能）

②‑2 牧草の品質モニタリング手法に関する技術研究
ハイパースペクトルデータを用いた牧草の品質に関する情報を推定するための解析技術を開発
した。対象地域は、北海道中標津町の根釧農業試験場および別海町と根室市の牧草地である（図
3‑1‑2‑12）とした。
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図 3-1-2-12 牧草の品質モニタリング手法に関する技術研究対象地域
この対象地域において、地上携行型分光放射計（フィールドスペック）による計測と航空機搭
載型ハイパースペクトルセンサ（CASI‑3）による撮影を行い、フィールドスペックによる分光反
射係数データおよび CASI‑3 による分光放射輝度（スペクトルデータ）を収集すること、地上のス
ペクトルデータを用いて牧草品質推定式を作成し評価すること、および、厳密な大気補正を必要
としない実利用可能な牧草品質推定式の開発を行うことを主な目的とした。
圃場管理として重要な施肥量は、マメ科率に基づいて決定されるため、マメ科率を推定するこ
とを品質としての主目的としたが、牧草の栄養価を把握するために粗タンパクについて推定式の
作成も行った。既存の研究で、マメ科率推定式が開発されており、マルチスペクトルデータでは
不可能なマメ科とイネ科の区別がハイパースペクトルデータでは可能である事が報告されている。
これを踏まえ、本研究では衛星での利用を鑑み、簡便な大気補正手法を用いるだけで適用可能な
マメ科率推定式の開発とその精度評価検討を実施した。本検討によってハイパー衛星データによ
る牧草のマメ科率、粗タンパク等を推定する際の基礎が構築される。
これまでに平成 19 年 7 月、8 月に現地調査を行い、検討した結果、以下の知見を得た。
地上のスペクトルデータを用いて、NDVI などの各種植生指標による単回帰分析でのマメ科率
推定と、多波長の特性を活かした PLS 回帰分析でのマメ科率推定を行った。これらの結果から、
PLS 回帰分析による推定式の決定係数が高いことが明らかとなった（図 3-1-2-13,14）
。
次に、衛星にて取得されるデータとしての実利用性を検討するために、大気の影響を含んだ衛
星高度レベルのデータを作成し、それを用いた品質推定式の開発を行った。具体的には、地上反
射率のデータから衛星高度における観測輝度データを大気補正のインバージョンとしてシミュレ
ートして作成した。このデータを用いてマメ科率を推定したほかに、厳密な大気補正としてのバ
イアス補正、および、簡易な大気補正としての正規化補正を施したそれぞれのデータを用いてマ
メ科率を推定した。これらの結果から、マメ科率の推定に関しては簡易な正規化による大気補正
で、地上反射率を直接用いたときと同等な精度でマメ科率を推定できることが明らかとなった（表
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3-1-2-9）
。この推定区分は、牧草施肥基準（北海道農政部発行「北海道施肥ガイド」）で示されて
いるマメ科率区分（マメ科率 15〜30%未満）に対応する数値（標準偏差 16.6%）であった。
また、この推定手法を航空機データおよび航空機と同期観測した地上計測データに適用して、
PLS 回帰分析によるマメ科率を推定した結果、簡易な大気補正である正規化補正でも、地上計測
データとほぼ同等の精度でマメ科率を推定できた（表 3-1-2-10）。
本検討では、各生育ステージを一括にしてモデル作成をしたため、生育ステージごとに推測式
を変えるモデルに比べて精度が良くない事が想定される。よりきめ細かく、予測精度の高い式を
開発するため、および、北海道のほかの地域に展開し汎用性を持たせるには、生育ステージごと
にスペクトルデータを取得して構築する牧草生育モデルを推定式に組み込むか、若しくは生育に
よる誤差要因を分離することが必要であると考えられる。
また今後、衛星搭載ハイパースペクトルセンサを用いた実利用を海外に展開するためには、地
域による牧草の違いおよび推定方法の相違の検討が必要と考えられる。
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図 3-1-2-13 PLS 法による推定
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y = 0.028x + 29.292
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NDVI
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-40
マメ科率実測値

R2
標準偏差

NDVI
SR
EVI
ARVI
SG
NDVI705 mSR705 mNDVI705VOG1
VOG2
VOG3
PRI
SIPI
0.020255 0.005088 0.011751 0.016693 0.028175 0.006911 0.038391 0.002859 0.038514 0.132854 0.117777 0.105965 0.016405
39.88231 40.18982 40.05502 39.95474 39.72078 40.15297 39.51146 40.23482 39.50891 37.52061 37.84537 38.09789 39.96058

R2
標準偏差

NDNI
-

NDLI
CAI
PSRI
CRI1
CRI2
ARI1
ARI2
WBI
NDWI
MSI
NDII
0.00021 1.75E-05 0.008759 0.002742 0.006689 0.048234 0.039186 0.025148 0.09933 0.042426 0.04695
40.28821 40.2921 40.11561 40.23718 40.15748 39.30872 39.49512 39.78258
38.239 39.42846 39.33521

図 3-1-2-14 各種植生指標による推定
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表 3-1-2-9 地上データを用いた大気補正方法の評価
地上反射率
決定係数Ｒ

2

残差の標準偏差

Simulated Hyper

大気補正後データ

大気補正後デー

センサ

バイアス補正

タ正規化

0.808

0.782

0.784

0.798

16.3

17.1

17.0

16.6

表 3-1-2-10 航空機データを用いた大気補正方法の評価
地上反射率

CASI データ

CASI データ

大気補正後データ
（正規化）
決定係数Ｒ2

0.725

0.669

0.794

残差の標準偏差

12.2

10.7

7.07

参考までに、この正規化による大気補正手法を航空機搭載型ハイパースペクトルデータに適用
し、マメ科率推定マップを作成したものを図 3-1-2-15 に示す。

図 3-1-2-15 航空機データを用いたマメ科率推定マップ(正規化による大気補正)
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③茶の摘採適期予測手法に関する技術研究
ハイパースペクトルデータを用いた茶の新芽出開き度を推定するための解析技術を開発した。
対象地域は、静岡県農業技術研究所茶業研究センター試験茶園である（図 3-1-2-16）
。

図 3-1-2-16 茶の摘採適期予測手法に関する技術研究の対象地域
この対象地域において、地上携行型分光放射計（フィールドスペック）による茶の生育段階ご
とのスペクトル計測を行い、そのデータを蓄積すること、茶の新芽の生育段階を示す出開き度を
推定するために、統計的な手法と物理モデルを用いた手法の 2 通りを試み、最適な手法を選定す
ること、および、この選定された手法と地上計測されたデータとの関係を検証し、推定する手法
を評価することを主な目的とした。
本検討によって、茶の地上分光反射係数から新芽の出開き度を推定する手法が開発され、摘採
適期を予測する手法の基礎が構築される。
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これまでに平成 19 年 7 月 20 日、26 日、8 月 1 日、8 日、15 日に現地調査を行い、検討した結
果、以下の知見を得た。
出開き度を推定する手法として、ハイパースペクトルデータから直接出開きを求める統計的手
法を 5 つ（反射率、一次微分、連続体除去の３種類の処理を施したデータをそれぞれ用いた３つ
の重回帰モデル、PLS 回帰モデルおよび植生指標単回帰モデル）
、新芽被覆率や LAI を介在させ
る物理モデルを用いた手法を 2 つの全 7 つのモデルを比較検討し、
モデルの特性を把握した結果、
ハイパースペクトルの連続多波長データとしての特性を生かした PLS 回帰モデル、重回帰モデル
（一次微分）が最も決定係数が高く、物理モデルを用いた手法では推定精度が低いことが明らか
となった（表 3-1-2-11）
。さらに、出開き度から適期を推定する非リモートセンシングモデルを作
成し検討した各モデルによる摘採適期までの日数を検討した結果、最も適合度の高いハイパース
ペクトルを想定した重回帰モデル（一次微分）および PLS 回帰モデルによって、3 日以内の誤差
で摘採適期を予測できることがわかった（表 3-1-2-12）
。
表 3-1-2-11 検討した統計的手法による新芽推定モデルと決定係数
データ

新芽推定モデル

推定式

重回帰（反射率）
重回帰（一次微分）
ハイパー
スペクト 重回帰（連続体除去）
ル
PLS回帰
植生指数単回帰

決定係数

y = 153.6 + 485 × x 7 3 5

0.53

y = 42.0 4038 × x 5 6 5 17472 × x 79 5 16852 × x1 2 7 5

0.84

y = 1743 433 × x 4 0 5 + 1871 × x 7 5 5

0.57

y = 48.1 148.5 × x 4 0 5 148.1 × x 4 15 + ･･･ + 202.9 × x 2 3 5 5

0.88

y = 6376.7 × NDVI 76 5

0.79

80 5

+ 187.32

y = 404.4 × band 3 186.2
マルチス 重回帰
表
3-1-2-12
各新芽推定モデルによる摘採適期までの日数の精度検証結果
ペクトル
y = 531.8 × NDVIb a n d2 b a n d1 124.61
植生指数単回帰
モデル

データ

0.41
0.63

RMSE

誤差日数

（出開き度） (%)

(日)

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

この誤差日数について生産者にヒアリングしたところ、生産現場における摘採適期期間が一週
間程度であること、畑を見ずに摘採適期が予測できること、適期前に予測できること、適期まで
の日数に誤差が生じても圃場ごとの相対的な生育段階の違いが把握できること、などから、実用
的に意味がある結果との評価が得られた。この日数の誤差を小さくするためには、地上計測によ
る出開き度推定では十分な精度を持っていることから、非リモートセンシングモデルである適期
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推定モデルの精度向上が必要であると考えられる。
以上の結果、地上計測による分光反射係数から出開き度を推定し、推定された出開き度から摘
採適期までの日数を予測する手法の基礎がわかった。今後、スペクトルデータをさらに収集し、
推定式の汎用性、頑健性を高め、ハイパー衛星データによる茶の生育状況を把握する手法を確立
する必要がある。また、今後は航空機搭載型ハイパースペクトルセンサによる撮影を行い、衛星
データを想定した茶の生育状況を把握する手法の実利用化技術研究を行うことが必要と考える。
⑥沿岸水質モニタリングに関する技術研究
河川流入水の変動と沿岸域生態系の応答を研究する上で重要な指標となる有色溶存有機物
（CDOM; Colored Dissolved Organic Matter）の分光吸収係数をハイパースペクトルデータから
推定するための解析技術を開発した。対象地域は、宮城県女川湾である（図 3-1-2-17）
。
この対象地域において、海面直上の分光反射率の計測と航空機搭載ハイパースペクトルセンサ
（AISA）による撮影を行い、取得したデータから CDOM の分光吸収係数を推定する新しい方法
を検討した。

図 3-1-2-17 女川湾におけるハイパースペクトルセンサ観測領域
本検討によって、ハイパースペクトルデータによる CDOM の分光吸収係数を推定する新しい
モデルが明らかにされ、ハイパースペクトルデータを用いた沿岸環境モニタリングに関する情報
抽出の基盤技術が構築される。
これまでに平成 19 年 9 月と 11 月に現地調査を行い、検討した結果、以下の知見を得た。
海色観測としての衛星搭載可視光センサ（OCTS、SeaWiFS、MODIS）を用いて CDOM を推
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定する従来の方法（式 3-1-2-1 から 3-1-2-6）により、412nm と 550nm の二つの波長の反射率の
比では、海面直上と飛行高度の分光反射率の分光特性に整合性はなかった（図 3-1-2-18）
。これに
対し、ハイパースペクトルセンサによって得られる 500nm と 600nm の二つの波長の分光反射率
の比と CDOM 濃度に対応する 323、338、380nm における分光吸収係数の関係は図 3-1-2-19 の
ようになり、回帰曲線を求めた結果式 3-2-1-7 から 3-1-2-9 のような関係が得られ、海面直上から
上空 3000m まで、分光特性に整合性があった（図 3-1-2-20）
。
Kd(323) =0.781[Rrs(412)/Rrs(555)]-1.07

・・・(式 3-1-2-1)

Kd(338) =0.604[Rrs(412)/Rrs(555)]-1.12

・・・(式 3-1-2-2)

Kd(380) =0.302[Rrs(412)/Rrs(555)]-1.24

・・・(式 3-1-2-3)

aCDOM(323)=0.904Kd(323)−0.00714

・・・(式 3-2-1-4)

aCDOM(338)=0.858Kd(338)−0.0190

・・・(式 3-2-1-5)

aCDOM(380)=0.972Kd(380)−0.0171

・・・(式 3-2-1-6)

図 3-2-1-18 採水海水の CDOM の分光吸収係数（折れ線グラフ）と AISA のデータから推定し
た従来手法による CDOM 分光吸収係数
aCDOM(323) = 1247.9 exp (-4.295(Rrs(500)/Rrs(600))

・・・(式 3-2-1-7)

aCDOM(338) = 1074.3 exp (-4.37(Rrs(500)/Rrs(600))

・・・(式 3-2-1-8)

aCDOM(380) = 1835.1exp (-5.16(Rrs(500)/Rrs(600))

・・・(式 3-2-1-9)
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図 3-2-1-19 分光反射率の比（500/600nm）と CDOM 分光吸収係数の回帰曲線

図 3-1-2-20 採水海水の CDOM の分光吸収係数（折れ線グラフ）と本研究により求めた CDOM の分光
吸収係数

３−１−２−３ スペクトルデータベース構築
ハイパースペクトルデータを利活用するためには、対象物固有のスペクトルデータの参照が欠
かせないが、岩石・鉱物のスペクトルライブラリは整備されているものの、農業・森林・環境の
分野で利用される植物・土壌・水域などのハイパースペクトルデータは整備されていない。また、
当該分野におけるハイパースペクトルデータの利用は研究段階であるため、広くデータ利用者が
使えるような標準化された解析手法（ガイドライン）はほとんど存在しない。
将来、衛星によって撮影されるハイパーデータが、研究者も含め多くの人によって利活用され
るためには、単にスペクトルデータを整備するだけではなく、上記ガイドラインも整備しておく
必要がある。そこで、本事業で取得されるハイパースペクトルデータすべてを、
「スペクトルデー
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タ」として蓄積するとともに、植物・土壌・水文データなどが関連付けられ検索等ができるデー
タベースとして構築した。さらに、実利用化技術研究の成果であるこの「ガイドライン」は、幅
広くユーザに知らしめる必要があり、データ利用者がより簡便にハイパースペクトルデータを解
析するためのツールとして、さらには衛星データの情報をより多くの利用者に利用してもらうた
めのツールとして、データベース内で利用できるように解析アルゴリズムを構築した。
①スペクトルデータ整備
平成 18、19 年度は、主として農業分野における付加価値情報抽出技術研究開発を行ったが、
その研究開発に際して現地調査にて多くのスペクトルデータを収集し、結果として全 13,248 レコ
ードを登録した。
対象物である植物体の観測は野外で行われるため、生育状態や周辺環境状況、気象状況、観測
時刻など、スペクトルデータ取得時の情報がメタデータとして必要となる。本事業で整備するス
ペクトルライブラリは、スペクトルデータに加えてメタデータ（各観測データについての状況や
成分分析結果など）である。表 3-1-2-13 にこのメタデータの内容を示す。
また、対象物（対象地域）ごとに、データを登録した際の特筆すべき点をまとめた。
表 3-1-2-13 メタデータの内容
種別

備考

種別

観測対象物の種別。植物，水域などの大まかな区分を示す。ID で管理。

種別細目

種別を細分化したもので，種別の次の階層となる。ID で管理。

観測対象物

観測対象物。ID で管理。

分野

スペクトルデータの利用分野。農業・森林・環境など大まかな分野を示す。
ID で管理。

基

分野細目

分野を細分化したもので，分野の次の階層となる。ID で管理。

本

センサ

観測したセンサの種類。ID で管理。

属

ファイル名

登録時のスペクトルデータファイル名，または csv ファイル名。

性

コメント

任意に入力できる。

観測日時

年月日および時分まで管理する。

観測点

観測点座標を，WGS84 の緯度経度で管理する。

写真

観測時に撮影した，観測対象物などの写真。複数登録可能。

同期観測データ

同期観測を行った航空機または衛星によるイメージャデータ。１つだけ登
録可能。

任意属性(数値)

数値で与えられる属性値を，任意に追加できる。
プロトタイプでは，FOV(deg)および積分時間(ms)の入力は，必ず促す。た
だし，入力しなくてもよい。

任意属性(文字)

文字列で与えられる属性値を，任意に追加できる。
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・牧草（元野幌地区）
ここで取得されたデータは、38 観測地点でデータ校正用白色板のデータも含め計 570 レ
コードである。任意属性には、土壌水分（4 回調査した平均値）を登録した。
・牧草（根釧地区）
ここで取得されたデータは、177 調査地点で計 2,661 レコードである。写真データとして
は、132 調査地点分を登録した。任意属性には、アメダスの気象データを付加した。
・水稲（古川）
ここで取得されたデータは、20 調査地点で計 7,330 レコードである。任意属性は視野角
および積分時間である。
・茶(牧の原)
ここで取得されたデータは、25 調査地点で計 2,687 レコードである。任意属性は、野外
観測と室内観測に分けた。
②スペクトルデータベース構築
概念設計およびプロトタイプを作成し、スペクトルデータベースシステム全体の機能要求や拡
張性の要求を定めた後、実システムの開発を行うための基本設計・詳細設計を行った。また、こ
のプロトタイプで、機能要求への対応やシステムの操作性、パフォーマンスなどに関する評価を
行い、設計に反映させた。
１）概念設計
・本データベースは、様々な知識レベルのデータ利用者を想定しているため、データを格納し
ただけのライブラリではなく、データベース利用者が所有するいくつかの情報から、有用な
スペクトルデータの検索や、情報を抽出することができるデータベースとして構築する必要
がある。
・本データベースは主に農業・森林・環境分野における利用促進を目的とするため、スペクト
ルデータは主に植物体や植生群落が対象になると考えられる。植物のスペクトルデータの取
得には、野外観測が原則となるが、野外では天気・気温・季節・対象物の生育環境、さらに
は観測しようとする葉の向きのわずかな違いによってもスペクトルが変動すると考えられる
ことから、データベースに記録すべき観測時の条件を整理し、利用者にとって有用なスペク
トルデータベースにすることが必要である。
・植物の種類やスペクトル変化の原因は、種別・成長過程・気象条件など多岐にわたるため、
すべての利用分野に対応できるスペクトルデータベースを設計することは困難である。そこ
で、今後利用分野を追加するにあたり、当該分野に合ったデータベースへと柔軟に拡張・修
正ができる設計とする必要がある。
このような必要性を考慮し、以下のような特徴をもつ利用ツールと、それを実現するためのデ
ータベースの設計を行った。
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メタデータ

スペクトルデータベースシステム

スペクトル
データ

ガイド
ライン

図 3-1-2-20 スペクトルデータベースシステムの全体図
(網掛けはプロトタイプ作成部分を示す)
【スペクトルデータベースの主な特徴】
(a) 検索機能
・キーワードによる柔軟な検索が可能。
・スペクトルデータだけでなく、研究事例などの文献の検索・閲覧が可能。
・スペクトルデータと文献データおよびガイドラインは、相互に検索可能。
(b) スペクトルデータ処理機能
・利用者のデータ計測と同じセンサによるシミュレーションデータ提供が可能。
・スペクトルデータを比較し、類似する観測対象物の検索が可能。
(c) ハイパースペクトルデータ利用のガイドライン提供
・利用者の目的に合わせ、専門家以外でも有効利用可能な、データ利用ガイドラインを提供
(d) 地図機能の拡張性
・GIS を利用したデータ表示や検索が可能
・地図データや衛星画像データの拡張が容易
将来的には、標準的な地図データ受配信のプロトコルに対応し、外部の地図サーバが配信する
地図や衛星画像を受け取り、本システムの地図機能に重ねて表示できる機能を追加する。
(e) 空間検索機能
・GIS を使用した空間検索機能が可能
将来的には、座標指定だけでなく、空間情報として別途整備される地質や土壌などの地球科学
データを用いた空間検索機能を追加する。
２）プロトタイプ作成
実利用技術研究で取得されたデータを登録し、それを利用することによってシステム全体機能
のみでなく使い勝手やパフォーマンスの評価までを可能にするようプロトタイプを作成し、下記
の作業を可能とした。
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利用者

データ
ベース

利用ツール

登録ツール

文献
データ

・スペクトルデータの登録
・スペクトルデータの検索、表示
・解析機能の動作確認
解析機能は、スペクトルデータベースに蓄積されたサンプルのハイパースペクトルデータおよ
び利用者のローカルディスクにあるデータにも適用できることが特徴であり、この特長を実現す
る仕組みとして Java Web Start 技術を利用した。これは，以下のような長所をもつ技術である。
・Java を用いているため，利用者のプラットフォームに依存しない。
・ウェブブラウザ上でリンクをクリックすることにより，
プログラムおよび Java 実行環境(Java
Runtime Environment)が自動的にダウンロードされる。
・ユーザのローカルファイルを，ユーザの意思のみによって安全に開ける。
３）基本設計書および詳細設計書の作成
上記の成果を基に、各機能で必要な具体的なインターフェースを定義した基本設計を基本設計
書として作成し、基本設計で定めた機能やインターフェースを実装するために、その実装方法を
具体的に定めた詳細設計を、詳細設計書として取りまとめた。

３−２ 目標の達成度
３−２−１ 事業全体
本研究開発事業の全体としての研究目標達成度は、現在の中間評価時点まででは予定通りの進
ちょく状況であり、残りの４年間（〜２３年度）において、情報抽出技術研究開発（データ処理
技術研究開発、付加価値情報抽出技術研究開発）の目標は予定通り達成可能と判断される。
３−２−２ 情報抽出技術研究開発
個別テーマ別に平成１９年度末時点での目標の達成度を下記に示す。なお、いずれのテーマも
計画通り順調に研究開発が行われている。
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表 3-2-2-1 情報抽出技術研究開発の目標達成度（平成 18、19 年度）
1.データ処理技術研究開発
項目

目標、目標水準（評価時点）

評価時点での達成度

①BRDF 特性把握とそ

（最終目標）水稲の BRDF 測定を行い、既 ・宮城県古川農業試験場を中

の補正に関する技術

存補正手法の妥当性確認とその方式によ 心に、３時期、水稲の BRDF

研究

る効果を明らかにし、ハイパースペクトル 測定を実施
衛星データを補正し精度を良くする技術 ・BRDF 特性曲面を作成（16
を確立

方位、天頂角 4 角度）

（目標水準）

・BRDF 補正により、661nm と

・テストサイト 1 箇所で、航空機観測と同 842nm の波長における地上計
期した水稲の BRDF 測定を２時期以上実施

測および航空機データのそ

・水稲の BRDF 特性を把握

れぞれの場合のスペクトル

・BRDF 補正が画像データに与える効果の の差の分散面積率が求めら
定量的把握

れた。
（達成度１００％）

２．付加価値情報抽出技術研究開発
項目

目標、目標水準（評価時点）

評価時点での達成度／課題と
今後の見通し

①水稲の収量予測、

（中間目標）地上型分光放射計による分光反射

・宮城県古川農業試験場中心に、

品質予測手法に関す

係数計測、簡易計測および航空機による撮影に

３時期、地上計測、空撮を実施

る技術研究

よる水稲生育調査を実施するとともに、マルチ

・水稲収量、玄米タンパク質含有

スペクトルデータに比べての有効性確認のた

率推定値と実測データの関係

めに、取得されたデータから水稲収量および玄

を PLS 回帰分析および重回帰分

米タンパク質含有率を推定する手法の実現可

析により比較検討。

能性を調査する。

9 月撮影の空撮データをフィー

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを

ルドスペックによる輝度値勾

利用した、国内外で実利用可能な、２つ以上の

配補正したものが、決定係数が

品種の収量推定および玄米タンパク質含有率

最も良く、収量推定、玄米タン

の推定が可能なモデルを確立する。
）

パク質含有率推定それぞれ

（目標水準）

0.85、0.96 であった。

・テストサイト１箇所で、垂直分光反射率等を

（中間目標達成度１００％）

計測（地上計測および空撮を３時期で取得）

（最終目標達成度

２５％）

・取得した計測データによる水稲収量、玄米タ
ンパク質含有率推定値と実測データの関係を

（課題と今後の見通し）

PLS 回帰分析および重回帰分析による推定モデ

今後、新たに実測データを増や

ルにて検討、定量的評価

すことや不要なデータをスクリ
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ーニングするなどの統計面での
精度向上を図りモデルを確立
し、さらに、データフュージョ
ンなどを活用して実利用化技術
として確立する必要がある。
②牧草の生育モニタ

（中間目標）地上計測データと航空機による撮

・元野幌農場・酪農学園大隣接農

リング手法に関する

影データから牧草乾重量と草高を推定するモ

場で、７月に航空機計測と地上

技術の研究

デルを試作し、マルチスペクトルデータに比べ

計測を同期して行い、現地計測

てのハイパースペクトルデータの有効性を確

手法を構築。

認する。

・バンド選択による植生指標

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを

（NDVI と RVI）による単回帰、

利用した、国内で実利用可能な、牧草の乾重量

PLS 回帰の２種類で分析し乾重

お よ び草 高の 推 定が可 能なモ デ ルを 確立す

量と草高推定式を作成

る。
）

・単回帰では NDVI より RVI の決

（目標水準）

定係数が僅かに良く、720nm 付

・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、

近のレッドエッジと近赤外の組

バイオマス、土壌水分等を計測（地上と空撮を

み合わせで良好。PLS 回帰での

１時期取得）し、現地計測手法を構築

決定係数は単回帰より良いが、

・取得した計測データによる乾重量、草高推定

予測面では単回帰の方が良い。

の最適な統計的手法を検討し、当該推定手法の

・マルチスペクトルに比べ、決定

定量的把握

係数も、RMSE も良かった。

・マルチスペクトルデータによる推定結果と比

・牧草生育状況図では、同じ圃場

較し精度が高いことを確認

内での不均一性を把握すること

・牧草生育状況図を作成する。

も可能だった。
（中間目標達成度１００％）
（最終目標達成度

３３％）

（課題と今後の見通し）
今後、新たに実測データを増やす
ことや不要なデータをスクリー
ニングをするなどの統計面での
精度向上を図りモデルを確立し、
さらに、データフュージョンなど
を活用して実利用化技術として
確立する必要がある。
③牧草の品質モニタ

（中間目標）地上計測データと航空機による撮

リング手法に関する

影データから、マメ科率を推定するモデルを試

技術研究

作する。また、その際の大気補正の影響を明確
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・北海道根釧農業試験場を中心に
地上２回、空撮１回実施
・各種植生指標による単回帰より

化する。

PLS 回帰分析のほうが決定係数

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを

は 0.81 と高かった

利用した、国内で実利用可能な、牧草のマメ科

・厳密な大気補正と簡易な大気補

率の推定が可能なモデルを確立する。
）

正を行ったが、簡易な補正で地

（目標水準）

上計測結果と同等の結果が得ら

・テストサイト 1 箇所にて、垂直分光反射率、

れた。

バイオマス、土壌水分等を計測（地上２時期と

・マメ科率推定精度は 16.6％で、

空撮を１時期取得）

マメ科率 15〜30％未満の区分と

・取得した計測データから PLS 回帰および各種

して対応できた。

植生指標による単回帰によりマメ科率を推定

（中間目標達成度１００％）

し、定量的把握

（最終目標達成度

３３％）

（課題と今後の見通し）
今後、新たに実測データを増やす
ことや不要なデータをスクリー
ニングするなどの統計面での精
度向上を図りモデルを確立し、さ
らに、データフュージョンなどを
活用して実利用化技術として確
立する必要がある。
④茶の摘採適期推定

（中間目標）地上計測データから、マルチスペ

・静岡県農業技術研究所茶業研究

手法に関する技術研

クトルデータではできなかった新芽出開き度

センターにて、５回地上計測を

究

を推定するモデルを試作し、推定された新芽出

実施

開き度から摘採適期までの日数を推定するモ

・新芽出開き度推定モデルとし

デルを試作する。

て、重回帰モデル３種、PLS 回

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを

帰、NDVI による単回帰、物理モ

利用した、国内で実利用可能な、摘採適期まで

デル２種で推定結果を比較し、

の日数の推定が可能なモデルを確立する。
）

PLS 回帰の決定係数 0.88 と最も

（目標水準）

良かった。

・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、 ・出開き度から摘採適期を予測し
出開き度等を計測（地上４時期取得）

た誤差日数は、PLS 回帰モデル

・取得した地上計測データによる出開き度推定

が 2.6 日と最も良かった。

のモデルを検討

（中間目標達成度１００％）

・推定された出開き度から摘採適期日を推定

（最終目標達成度

３３％）

（推定誤差を３日以内）
（課題と今後の見通し）
今後、航空機ハイパースペクトル
データの撮影や新たに地上計測
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データを増やすことおよび不要
なデータをスクリーニングする
などの統計面での精度向上を図
りモデルを確立し、さらに、デー
タフュージョンなどを活用して
実利用化技術として確立する必
要がある。
⑤沿岸水質モニタリ

（中間目標）海上計測データと航空機による撮

ングに関する技術研

影データから、有色溶存有機物の分光吸収係数

究

推定式を検討し、沿岸環境モニタリング手法の

・宮城県女川湾にて、海上計測と
空撮を２時期実施
・有色溶存有機物の分光吸収係数

開発を支援する。

算出を 500 と 600nm の波長から

（最終目標：衛星ハイパースペクトルデータを

求める式を構築した。

利用した、有色溶存有機物の分光吸収係数推定

（中間目標達成度１００％）

式を確立する。
）

（最終目標達成度

５０％）

（目標水準）
・テストサイト１箇所にて、垂直分光反射率、

（課題と今後の見通し）

海水温度、塩分濃度等を計測（海上と空撮を１

今後、新たに実測データを増やす

時期取得）

ことや不要なデータをスクリー

・有色溶存有機物の分光吸収係数の推定式を構

ニングするなどの統計面での精

築

度向上を図りモデルを確立し、さ
らに、データフュージョンなどを
活用して実利用化技術として確
立する必要がある。
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３−Ｃ−４ 事業化、波及効果について
４−１ 事業化の見通し
本事業では、平成 18、19 年度において、ハイパースペクトル衛星データの利用が想定される様々
な分野に共通する要素技術を研究開発する「情報抽出技術研究開発」のなかで、
「データ処理技術
研究開発」と「付加価値情報抽出技術研究開発」という二つの研究開発項目を行った。また、本
事業の成果を実利用化するための有益な手段の一つとして位置付けているスペクトルデータベー
スの構築を行った。
平成 18 年度の研究開発は、技術動向調査・データ利用動向調査等、研究の準備段階であり、平
成 19 年度から本格的な研究開発を開始している。そのため、全体で６年間の研究開発期間のうち
現段階は研究を始めて一年強であり、事業化の見通しについて明確な判断を下すには時期尚早で
あるが、現時点でのこれまでに実施した項目に限っての事業化（普及）の見通しについて、以下
に示す。
４−１−１ データ処理技術研究開発
データ処理技術研究開発としての研究項目である「BRDF 特性把握とその補正に関する技術研
究」については、得られた水稲の BRDF 測定方法とその特性把握の方法が習得され、作成された
BRDF 特性曲面に基づいた補正の定量的な効果が把握できたことにより、当該手法によってデー
タの品質向上を反映させることが可能であると考えられる。また、対象物が水稲以外の場合でも、
水稲と同様の方法にて BRDF の測定を行ない、作成された BRDF 特性曲面に基づきデータを補
正することにより、そのデータの品質向上に反映させることができるものと考えられ、本研究で
開発された技術は実利用化として十分に活用されると見込まれる。
４−１−２ 付加価値情報抽出技術研究開発
付加価値情報抽出技術研究開発としての研究項目である水稲、牧草、茶および有色溶存有機物
の各研究で導出されたハイパースペクトルデータから物理量を推定する手法は、その定量的評価
が得られた。平成 20 年度には平成 19 年度とほぼ同様の条件で取得するデータを追加し、当該手
法の頑健性と精度向上の検討による手法の改良が課題として挙げられているものの、本研究開発
で得られた技術は、実利用化として十分に活用される見込みである。また、現地調査で取得した
スペクトルデータや航空機搭載型センサで取得したデータについては、4‑1‑3 スペクトルデータ
ベース構築で開発しているスペクトルデータベースにデータ登録されており、開発された手法は、
ガイドラインとしてプロトタイプのスペクトルデータベースに登録される予定であり、十分に活
用されると見込まれる。
４−１−３ スペクトルデータベース構築
スペクトルデータベース構築では、詳細設計まで終了し、プロトタイプまで作成したスペクト
ルデータベースは、大量のハイパースペクトルライブラリを保存し、ユーザの利便性を最大限に
考慮し拡張性の高いシステムとして設計・開発している。特に、今後実施される実利用化技術研
究で得られる処理手順を「ガイドライン」として登録し、インターネットを利用したユーザがそ
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のガイドラインを使って自分の取得・登録するデータの解析が行えるという利用方法を予定して
おり、従来のシステムにはなかったサービスを提供する先進的なシステムといえる。このような
システムの機能は、今後の標準的な構成として位置付けられるものと考えられ、衛星データが一
部の研究者のみの解析手段であったものから、一般利用者も処理・解析が実利用として使えるデ
ータとして、その役割を拡大させるための手段として十分に活用される見込みである。

４−２ 波及効果
本事業における各技術研究開発はほぼ計画どおりに進行しており、今後、実用化・事業化に向
けてさらなる実証化検討、データベースシステムの開発を進め、当該事業の目標達成に向け鋭意
技術開発を継続する必要がある。その上でさらに本成果を他業界への横展開を図ることでより一
層の効果が期待される。また、海外のユーザ開拓への波及効果を狙い、成果報告会を開催するな
ど積極的な普及啓蒙を図り、潜在ユーザの開拓が期待される。
以下に、具体的な技術開発内容の関連分野への波及効果の有無、期待について示す。今後、幅
広い普及、波及効果を上げるためにも、実証化を通じ、さらなる頑健性、信頼性の確立が必要で
あり、用途の見極めと応用技術の開発が必要である。
① ASTER や PALSAR データとのフュージョン技術で、対象物の高精度・高付加価値情報抽
出が可能
② 等価マルチバンドデータ作成技術で、対象物をより多くの頻度で監視可能で、地球温暖化等
で威力を発揮
③ 農業・森林・環境に興味を示している東南アジア諸国への波及
インドネシアを対象国とし、水稲の収穫面積、単位収量を把握する付加価値情報抽出技術／実
利用化技術研究を平成 20 年度から本格的に開始する準備として、平成 19 年度は共同研究に関す
る MOU 締結・ワークショップ開催等を行った。この研究での今後得られる成果とハイパースペ
クトルデータの利活用方法を東南アジア諸国の関係者に幅広く知らしめるため、ワークショップ
等の開催を通じて、各国の潜在的なデータ利用者のハイパースペクトルデータに対する需要を喚
起するという波及効果がある。
④ オーストラリアへの波及効果
一方、エネルギー・鉱物資源分野における実利用化技術研究を実施するためには、実証・検証
するサイトが国内ではほとんどないため、天然資源が豊富で実証サイトも多数あるオーストラリ
アを対象に共同研究を実施する予定である。その成果は、オーストラリアの政府・機関・企業だ
けでなく、国際的にもその技術をアピールできる波及効果があり、天然資源の豊富なアフリカや
南米諸国の資源探査に役立てるなどの波及効果も期待される。
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３−Ｃ−５ 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１ 研究開発計画
本研究開発における、情報抽出技術研究開発および実利用化技術研究の２つの柱は、次世代地
球観測衛星利用基盤技術の目標を実現するために、相互に深く関係している。すなわち、ハイパ
ースペクトルデータから必要なバンドを効率的かつ効果的に選択し、変換等を行って目的とする
物理量を抽出するなどの情報抽出技術研究開発、抽出したハイパースペクトルデータや開発した
情報抽出技術およびユーザが取得する外部データ等を相互に組み合わせるなどして活用し、衛星
の運用に見合った形でハイパースペクトルデータを利活用するための実利用化技術研究へと発展
するものである。
この実利用化という内容の意味する範囲は広く、撮影されたデータ自体の実利用方法の研究開
発に止まらず、開発するセンサ仕様に対する、リモートセンシングデータ利用者・研究者からの
要望をセンサ開発側に提示することも実利用化のために必要であったことから、次世代センサ要
求調査として本事業にて実施した。さらに、本研究の過程で取得されるスペクトルデータととも
に、情報抽出技術研究開発で確立される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開発も行っている。図 5‑1‑1 に研究開発全
体概要と今回の評価対象期間を、図 5‑1‑2 に本事業の研究開発のフローチャートを示す。
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度
中間評価対象期間

ハイパースペクトルセンサ
仕様要求の提言
技術動向調査
ユーザ要求調査
次世代センサ要求調査
情報抽出技術研究開発
データフュージョン技術
等価マルチバンド衛星データ作成技術
データ処理技術
付加価値情報抽出技術

実利用化技術研究
各分野別の実利用化技術
スペクトルデータベース構築
スペクトルデータベース構築

図 5‑1‑1 研究開発全体計画と評価対象期間
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全体計画策定

ユーザ要求調査

技術動向調査
衛星データ利用
実態調査

次世代センサ
要求調査

既存の航空機&衛星搭載型
センサの整理
ハイパースペクトル
センサの解析方法
および問題点の整理

ユーザ開拓調査
（東南アジア諸国）

フェーズ1

衛星データ利用
動向調査

計画中の衛星搭載型
センサの整理

ハイパースペクトルセンサ
利用動向整理

ハイパースペクトルセンサ
仕様整理

ユーザ要求の整理
（センサ仕様・運用・データ処理）

ス
ペ
ク解
ト析
ルア
デル
ゴ
タ リ
ベズ
ム
ス付
構
築

センサ仕様に関する要求を
センサー開発側に提言

ー

実利用化技術研究

ー

調査対象の選定
観測シナリオ作成

調査・解析方法の整理
情報抽出技術研究開発
航空機ハイパースペクトル
データの取得
フェーズ2

検証データの取得
（地物スペクトルや他の衛星
データなど）

付加価値情報抽出技術
データフュージョン技術
等価マルチバンド衛星
データ作成技術
データ処理技術

ガイドライン策定
検
証

利用基盤技術・データベースなどを
利用者に公開

図 5‑1‑2 本事業の研究開発フローチャート
この図 5-1-2 からわかるように、実利用化技術研究は、取得されたハイパースペクトルデータ
から特定の物理量を得る技術である付加価値情報抽出技術だけでなく、データ処理技術やデータ
フュージョン技術等を基盤に、必要に応じて衛星データ以外のデータ等も利用してユーザが要求
する物理量を求める総合的な技術の研究である。
中間評価の対象期間である平成 18、19 年度に研究開発を開始した技術は、データ処理技術研究
開発と付加価値情報抽出技術研究開発であり、主として農業分野における対象物（品目）の情報
抽出技術に係る技術の研究開発に重点をおいたが、平成 20 年度以降では、
・単年度の計測データを用いて確立した推定方法に対して、さらに複数年度の計測データを取
得し、経年データにより推定手法を高精度化あるいは計測環境の違いに対する汎用性を確立す
るという付加価値情報抽出技術研究開発を行う。また、ハイパースペクトルデータ以外の様々
なデータも利用した実利用化技術研究を行うこと
・農業分野は、水稲、牧草、茶以外の重要な農作物を対象に付加価値情報抽出技術研究開発を
実施し、実利用化技術研究に結び付けること
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・森林分野、環境分野、エネルギー・資源分野等での付加価値情報抽出技術研究開発および実
利用化技術研究を行う具体的な対象項目を増やし、ユーザの範囲を拡大する基盤とすること
・打上予定のハイパースペクトルセンサ搭載衛星は一機のみであり、撮影頻度が決して多くは
なく、かつ、一回の観測幅が ASTER 等のマルチスペクトルセンサに比べて狭いという弱点を
補うめに、データフュージョン技術や等価マルチスペクトルデータ作成技術を活用して現実的
な実利用という面に配慮してユーザが要求する情報を推定する手法を確立すること
・取得される衛星データには大気の影響が含まれているため、ユーザが簡単にかつ精度よく解
析結果を得るための大気補正手法を検討すること
等の、基盤技術として必要な研究課題を進める予定である。
このような長期的展望の下に、具体的には次の各項目を計画している。
＜平成 20 年度以降の研究開発課題の概要＞
平成 20 年度に開催を予定している衛星画像配信事業者や衛星画像利用事業者からなる懇談会
では、ビジネスの観点から衛星画像利用を広げるための方策を議論するほかに、今後の研究開発
実施項目への意見等の収集も予定しており、そこでの意見を参考に、最終的な研究開発を決定す
る。
１）付加価値情報技術研究開発および実利用化技術研究
・農業

： 既に水稲、牧草、茶の３品目について研究開発を実施しているが、米（水稲）と

並んで世界で最も生産量の多い三大穀類の一つに小麦がある。2007 年の主にオーストラリアでの
大規模な不作によって小麦価格は高騰し、2008 年 10 月には売渡価格が 20％値上げされる他、2009
年には国産買取価格も 30％値上げされるなど、近年食糧安全保障の面で非常に注目を集めている
作物である。既存のマルチスペクトルデータによる収量推定、タンパク質含有率推定、生育早晩
（生育進度）推定による収穫支援などの手法開発は試みられているものの、さらなる精度向上等
を図り、利活用方法を探ることが課題である。
実施予定項目は、小麦収量推定手法等に関する技術研究として、小麦の収量とタンパク質含有
率の推定、生育早晩推定による収穫支援等が可能なモデル開発とそのモデルの定量的評価である。
・森林

：

森林管理の基礎的な情報として樹種分類がある。樹種分類では、樹種間における

樹冠スペクトルの差異を把握することが重要となるが、樹木は、分光反射率のスペクトルが非常
に類似している点に加え、季節的に変化するなど、より複雑な要素を解明することが必要となる。
森林被害という点では松枯れが良く知られているが、その被害量は昭和 54 年の 243 万ｍ3 をピ
ークに平成 18 年では 64 万ｍ3 と約 1/4 に減少している。一方、被害量が近年急増しているナラ
枯れは、松枯れと同様に個々の樹木に防除を適用する以外に有効な対策がないのが難点であり大
きな問題として取り上げられ始めている。ナラ枯れの被害発生初期での防除は比較的容易である
ため、ハイパースペクトルデータによって被害初期段階における僅かなスペクトルの変化を捉え
ることによる被害把握が必要とされている。
また、地球環境問題では、地球温暖化ガスの吸収量を大きく左右する森林バイオマス量および
LAI の増減を精度良く把握することが課題である。森林バイオマス量および LAI を把握する技術
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は、森林分野だけでなく環境分野としても重要である。
樹種分類推定手法に関する技術研究における実施予定項目は、その分類技術の開発、そのため
に必要な基礎データの取得、樹種分類アルゴリズムの開発である。ナラ枯れ推定手法に関する技
術研究における実施予定項目は、目視では判別のつかない初期段階での被害の推定手法開発と、
その手法の定量的な評価を実施することである。森林バイオマス量の推定手法に関する技術研究
における実施予定項目は、データフュージョン技術を活用した精度向上の定量的な評価である。
LAI 推定手法に関する技術研究における実施予定項目は、マルチスペクトルデータで使用されて
いる推定手法の精度向上と検証である。
・環境

：

水域における研究課題として有色溶存有機物の分光学的推定手法の検討による沿

岸水質モニタリングに関する情報抽出技術研究を実施しているが、グローバルかつ長期的な環境
変動の重要な指標として利用できる課題としてサンゴ礁モニタリングがある。サンゴ礁の生態系
は微妙な環境バランスで維持されており、生物多様性や炭素循環といった視点での重要性が見直
されており、これまでマルチスペクトルデータや航空機搭載型ハイパースペクトルセンサデータ
による解析研究が主として実施されてきており、ハイパースペクトルデータの有用性が確認され
ている。このことから、解像度の高い航空機搭載型ハイパースペクトルセンサデータから解像度
の粗い衛星搭載型ハイパースペクトルセンサデ−タをシミュレーションすることによって、サン
ゴ礁のモニタリング手法の実現可能性が期待される。
サンゴ礁への影響推定手法に関する技術研究における実施予定項目は、データフュージョン技
術を活用して精度向上がどこまで図れるかの定量的な評価である。
陸域における環境分野の研究課題として、森林分野において既に示したナラ枯れや森林バイオ
マス量の推定手法の研究開発を挙げることができ、その目的から陸域における環境分野として分
類できる。ナラ枯れの直接の原因は昆虫が運ぶナラ菌であるが、何故近年になって急激に被害域
が拡大した背景として、酸性雨や酸性雪による間接的な影響があると推測している研究者もいる
からである。
また、ハイパースペクトルデータによる精密土地被覆分類によって、複数時期のデータを比較
することにより、土地被覆変化モニタリングや、環境に与える影響の把握が考えられる。
精密土地被覆分類手法等に関する技術研究における実施予定項目は、等価マルチバンドデータ
作成技術研究開発の成果やデータフュージョン技術研究開発の成果を活用し、精密な土地被覆の
把握、精密な土地被覆、その変化を把握する手法の開発と定量的な評価である。
・エネルギー・鉱物資源

：

海上油膜は可視から短波長域の連続スペクトルが変化すること

が知られており、この性質を利用してオイルフィルムの拡散（オイルスリックの構造）、滲出地点
の位置、自然滲出油とそれ以外のスリックの差異等を得ることが可能であると考えられており、
迅速でより精度の高いオイルスリック解析図作成手段の確立が期待されている。
オイルスリック解析等に関する技術研究における実施項予定項目は、SAR データも活用したオ
イルスリック解析技術の確立とその技術の定量意的な評価である。
なお、経済産業省の「石油資源遠隔探知技術の研究開発」事業として、平成 10 年度から平成
16 年度までに資源分野（主として石油分野・探鉱分野）におけるハイパースペクトルデータの利
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活用の技術研究開発を財団法人資源・環境観測解析センターでは複数のテーマに亘って実施し、
技術レベルの高い成果を得ており、これらの成果を活用した実利用化技術の研究開発も視野に入
れて最終実施項目を決定する。
・安心安全

：

地震、火山噴火、台風による風水害等の大規模自然災害などの国民生活の安

全を脅かす危機と危機管理が大きな関心事になっている。危機とは、予想し得ない最悪の緊急事
態を意味し、危機管理とは、狭義では危機発生時における被害最小化のための応急対応活動を指
し、広義では、平時の予防・準備（事前対応）
、危機発生時の応急対応活動、復旧・復興（事後対
応）の３つのフェーズを対象とする。平成 18 年度実施したユーザ要求調査では具体的な内容は挙
げられてはいないが、今後も社会的ニーズの変化に応じて安心安全に関する具体的なテーマの研
究が必要になる場合は、随時そのための付加価値情報抽出技術研究開発や実利用化技術研究を行
う予定である。
２）データフュージョン技術研究開発
現在開発しているハイパースペクトルセンサの観測幅は 30ｋｍであり、ASTER 等の多くの中
空間分解能マルチスペクトルセンサの観測幅 60ｋｍと比べ狭く、一回に撮影できる範囲は狭くな
る。また、センサ仕様が類似しているもので海外での打上が現在のところ確実と思われている衛
星は EnMAP のみであることから、同一の地域を撮影取得する頻度は必ずしも多くはないなどの
状況を想定すると、例えば国全体の水稲収量の推定というようなユーザ要求を満足するためには、
観測幅の広いセンサとハイパースペクトルデータを融合し、広域をカバーしかつ精度を上げる手
法を採用することが現実的と思われる。また、森林バイオマス量を推定する場合は、ハイパース
ペクトルデータによる樹種分類と同時に SAR データを活用して対象物の高さ情報を得るという
ように、性質の異なる複数のデータを活用した情報を抽出するといった技術構築を図ることが課
題である。
実施予定項目は、①ハイパースペクトルデータとマルチスペクトルデータの融合活用による情
報抽出技術の開発、②ハイパースペクトルデータと SAR データの融合活用による情報抽出技術の
開発であり、実利用化技術研究のそれぞれの対象項目について検討を行う。
３）等価マルチバンド衛星データ作成技術研究開発
対象項目がどのように変化したかを継続して監視することは、地域環境や地球環境問題にとっ
て基本的な項目として重要である。可視光域から短波長赤外域までの波長帯を網羅するハイパー
スペクトルデータから既存のマルチスペクトル衛星データと等価なものを作成することは、監視
頻度の増加、センサ仕様の異なる複数のマルチスペクトルデータの生成可能性など、経済的も意
義があることである。しかし、等価という意味は、分光特性上での等価および空間特性上での等
価という性質の全く異なる二つの意味を持っており、実利用化の観点からどちらの等価がどの対
象物のどういう抽出情報に利用可能なのかを明らかにする必要がある。
実施予定項目は、センサの分光特性を考慮した等価マルチバンド衛星データの作成手法の開発
である。
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４）データ処理技術研究開発
撮影時期や時刻が異なるデータを比較する必要がある場合、影面積の差によって誤判定が多く
発生し、修正に要する多大な時間と労力が実利用上の大きな問題となっている。高波長分解能を
持つハイパースペクトルデータは、直達光と大気散乱光のスペクトル形状の差を識別できるため、
影領域を自動的に検出できる可能性が高く、影領域のスペクトルを補正することにより、影に影
響されにくい高精度な分類や識別、差分抽出などの実現が求められている。このことから、実施
予定項目は、影領域の自動検出とスペクトル自動補正手法の研究とした。
一方、利用分野に限らず、対象となる物の分光反射率は情報抽出の鍵となり、衛星に搭載され
たハイパースペクトルセンサで観測された分光放射輝度から観測対象である地表面の分光反射率
を求める大気補正は必須であると考えられる。このことから、実施予定項目は、大気補正手法の
開発とした。
上記の各研究項目のロードマップを図 5‑1‑3 に示す。
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現在
ハイパー衛星（日）
EnMap（独）
国際動向 PRISMA（伊）
MSMISat（南ア＆伯）
HICO（米NRL）
ARTEMIS（米国防総省）
★付加価値情報
抽出
国内水稲（収量、玄米タンパク
および
質含有率）
★実利用化

2008

2009

2011

★打上
★打上
★打上
ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得
手法確立

同地域で他品種への適
用性検討
データフュージョン検討

１反毎/複
数品種の
推定⇒実
利用化！

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討（複
数品種）

日本の手
法を参考⇒
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱで
の手法確
立

国全体/複
数品種の
推定⇒実
利用化！

牧草（乾重量、草高）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得
手法確立

牧草（マメ科率）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得
手法確立

茶（摘採適期）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得
手法確立

データ
フュージョ
ン活用

樹種分類

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加取
得
手法確立

病害虫（ナラ枯れ早期発見）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加取
得
手法確立

データ処理
技術研究開
発
ﾃﾞｰﾀ追加取
得
手法確立

データ
フュージョ
ン活用／
国全体の
推定

ﾃﾞｰﾀ追加
取得/
手法確立

データ
フュージョ
ン活用／
温帯での
実用化！

ﾃﾞｰﾀ追加
取得/
手法確立

等価マル
チ／デー
タフュー
ジョン活用

変化抽出
/温帯での
実用化！

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得/
手法確立

データ
フュージョ
ン活用／
温帯での
実用化！

エネルギー・資源 （オイルスリック）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得/
手法確立

データ
フュージョ
ン活用／
温帯での
実用化！

安心・安全 （テーマ選定中）

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得/
手法確立

データ
フュージョ
ン活用／
温帯での
実用化！

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

精密土地被覆分類

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

ﾃﾞｰﾀ追加
取得
手法確立

環境（水域）
沿岸環境（サンゴ礁）

★データ処理技術
ﾃﾞｰﾀ取得
補正評価

BRDF補正

影の影響評価
検討

大気散乱光補正

手法調
査

大気補正
★等価マルチバン
ド衛星データ作成

分光特性の等価

試作

★データフュージョ ハイパースペクトルデータ＋マ
ン
ルチスペクトルデータ/
ハイパースペクトルデータ＋
SARデータ
★スペクトルデータ
ベース構築
スペクトルデータ整備

手法調
査

ﾃﾞｰﾀ取得
手法改良精
度評価

設計

開発

改良

実利用化実験

基礎実験／検
討

実利用化実験

収集したスペクトルデータをライブラリとして登録・整備
成果として得られたガイドライン登録

スペクトルデータベース構築

概念設計/
初期プロト
タイプ試作

基本設計/
詳細設計/
初期プロト
タイプ改良

プロトタイ
プ開発

プロトタイ
プ拡張/運
用テスト

図 5‑1‑3 本事業のロードマップ
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実利用化技
術研究
スペクトル
データベース
構築

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

森林バイオマス

付加価値情
報抽出技術
研究開発

データフュー
ジョン技術研
究開発

汎用化／標
準化⇒実現
可能性判断

ﾃﾞｰﾀ取得
手法検討

凡例

等価マルチ
バンド衛星
データ作成
技術研究開
発

汎用化／標
準化⇒生産
管理・施肥管
理で実用
化！

小麦（収量、タンパク、生育早
晩）

沿岸水質（有色溶存有機物）

2013
★打上

★打上

農業

環境（陸域）

2012

★打上

インドネシア：水稲（単収、作付
面積）

林業

2010

システム
運用テスト

５−２ 研究開発実施者の実施体制・運営
５−２−１ 研究開発の実施体制
本事業は、平成 18 および 19 年度とも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。以下に平成 19 年度末時点での実施体制を図
5-2-1-1 として示す。

経済産業省

次世代地球観測衛星

財団法人

利用委員会

資源・環境観測解析センター

研究開発の一部を外注
データ処理技術
専門委員会

民間企業
共同研究先

東京工業大学

東北大学

東京情報大学

酪農学園大学

図 5-2-1-1 実施体制図
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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が資源分野を除き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を推進にあたり、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。また、当該委員会の下に、データ処理に特化して研究方法・研究成果についての指導・助言
をする「データ処理技術専門委員会」を平成 19 年度に設置している。
以下に、
「次世代地球観測衛星利用委員会」の委員および「データ処理技術専門委員会」の委員
を示す。
（肩書きは、平成 20 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 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻教授
【委 員】
粟屋 善雄 独立行政法人森林総合研究所森林管理研究領域チーム長
大木 永光 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研究開発部担当部長
斎藤 元也 東北大学大学院農学研究科複合生態フィールド制御学分野教授
佐藤

功

独立行政法人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地質リモ
ートセンシング研究グループグループ長

志賀 弘行 北海道庁北海道農政部農業経営局技術普及課主任
松永 恒雄 独立行政法人国立環境研究所地球環境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
【データ処理技術専門委員】
【主 査】
松永 恒雄 独立行政法人国立環境研究所地球環境センター地球環境データベース推進室室長
【委 員】
岩崎 晃

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻准教授

土田 聡

産業技術総合研究所グリッド研究センター地球観測グリッドチームチーム長

外岡 秀行 茨城大学学術情報局 IT 基盤センターIT システム運用部門長准教授
中村 良介 産業技術総合研究所グリッド研究センター科学技術基盤チーム研究員
最後に、研究開発別の実施体制表を表 5‑2‑1‑1 に示す。
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表 5-2-1-1 研究開発課題別の研究開発実施体制
主担当

技術研究

連携・協力機関

（担当ユニット） （民間企業・大学等）
・付加価値情報抽出技術

東京工業大学

・等価マルチバンド衛星データ作成

東北大学

技術

東京情報大学

・データフュージョン技術

酪農学園大学

情報抽出技術研
究開発
・データ処理技術

民間企業の複数社
資源・環境観測解析
東京工業大学
センター
東北大学

実利用化技術研
・個別分野での実利用化技術研究

東京情報大学

究
酪農学園大学
民間企業の複数社
データベース構築技術

民間企業

５−２−２ 国際機関との連携体制
①海外での実利用化技術研究
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
需要を喚起するために、本事業では東南アジア諸国を対象にハイパースペクトルデータのユーザ
要求調査を平成 18 年度に実施した。その結果、最もリモートセンシングの研究実績がある国で、
国外との共同研究の実績も豊富であり、農作物作付面積把握・森林開発保全・災害監視など農業・
森林・環境分野に関して様々な国内プロジェクトにリモートセンシング技術を活用しているイン
ドネシアを対象国として選定した。さらに、インドネシアの主要な機関にヒアリング調査を実施
し、食糧安全保障として重要な位置を占めている水稲を対象品目として選定するとともに、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の
推進体制を図 5‑2‑2‑1 に示す。
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・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)

METI

図 5‑2‑2‑1 インドネシア水稲の単位収量、作付面積推定技術研究の推進体制
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。
平成 19 年 11 月には、国立宇宙機関、国立研究機関および衛星搭載ハイパースペクトルデータ
の配布者間での技術的かつプログラムに基づいた会議場である国際衛星ハイパースペクトルワー
キンググループ（ISIS WG：International Spaceborne Imaging Spectroscopy Working Group）
の第一回目の会合がハワイで開催された。このワーキンググループの目的は、現在および将来の
衛星搭載ハイパースペクトルセンサデータに関する情報を共有すること、および、世界中のユー
ザの利益に結びつく新しい国際間のパートナーシップの機会を求めることであり、平成 19 年度時
点でのメンバー国は、米国、カナダ、EU、ドイツ、スペイン、英国、南アフリカ、イスラエル、
オーストラリア、日本である。なかでも、オーストラリアの豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO：
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）は、ISIS WG を主導する役
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割を担っている。
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、製造、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機
関である。本事業での実利用化技術研究のテーマとして、小麦、オイルスリックなどを現在予定
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
ストラリアの対象地域を念頭においている。

５−２−３ 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に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
緊密に連携して事業を推進している。さらに、ホームページを開設し、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２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書」として取り
まとめ、関係者、有識者に配布している。
また、機関紙である「ERSDAC NEWS」を年 1 回発行し、リモートセンシング技術のトピッ
クスを平易に解説し、関係機関、図書館等に配布して一般の方を対称に技術の普及に努めている。
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。
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おり、平成 18、19 年度および平成
20 年度（平成 19 年度までの成果を発表予定）では以下の発表を行っている。ただし、中間評価
時点では、実質的に一年間の研究成果しかないため、発表数は多くはない。
平成１８年度：

S. Odagawa, T. Onuma, K. Okada and M. Kato; Forest Measurement Using Laser
Scanner and Remote Sensing Data of Multispectral and Hyperspectral,
GIS-IDEAS2006, 2006
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平成１９年度：
小林千明, 丸山裕一; 人工衛星ハイパースペクトルセンサ開発へのデータ利用からの期待, 写
真測量とリモートセンシング, vol. 46, no. 5, pp.33-36, 2007

I. Asanuma, S. Odagawa, C. Kobayashi, M. Kawai and M. Kato; Coastal water
monitoring and algorithm development for Hyperspectral sensor, The Second APEC
SAKE Workshop on Satellite Application on Fishery and Coastal Ecosystem (SAFE),
2007
平成２０年度：
S. Odagawa, M. Kato, T. Suhama, J. Sasaki, K. Uto, Y. Kosugi and G. Saito; Development of
Rice Yield Estimation Method Based on Spaceborne Hyperspectral Data: Preliminary Study
Using Airborne Hyperspectral Data, IGARSS, 2008
大石哲也，今井靖晃，赤松幸生，小林千明；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，日本茶業技術協会 平成 20 年度研究発表会， 2008
葛岡成樹，森山雅雄，牧野司，出口健三郎，小林千明；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，
（社）日本写真測量学会平成 20 年度秋季学術講演会，2008
森山雅雄，葛岡成樹，牧野司，出口健三郎，小林千明；ハイパースペクトルデータを用いた牧
草品質モニタ−大意補正手法の検討，
（社）日本写真測量学会平成 20 年度秋季学術講演会，2008
今井靖晃，赤松幸生，小林千明，大石哲也；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，
（社）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，2008
小田川信哉，河合雅己，加藤雅胤，州浜智幸，佐々木次郎；PALSAR 二偏波データを用いた水稲
倒伏範囲の推定および推定範囲を考慮したハ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，
（社）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，
2008
②報告会・ワークショップ等
毎年６月に東京にて財団法人資源・環境観測解析センターは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。

５−３ 資金配分
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本事業は平成 18 年度から平成 23 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 18 および 19 年度の事業費推移とその内部配分（いずれも当初予算）を表 5-3-1
に示す。
表 5-3-1 資金配分（平成 18、19 年度）
（単位：百万円）
研究項目／年度

１８年度

１９年度

２年間合計

28.2

28.9

57.1

0.0

139.9

139.9

スペクトルデータベース構築

12.3

84.4

96.7

各年度の合計

40.5

253.2

293.7

ハイパースペクトルセンサ仕様要求の提言／
動向調査
情報抽出技術研究開発

本事業にて研究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。

５−４ 費用対効果等
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。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、実際には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。
「産業構造審議会航空宇宙産業分科会宇宙産業委員
会産業化ワーキンググループ報告書」
（平成 17 年 9 月）によると、日本のリモートセンシング分
野の市場規模は、2015 年には 1 兆 3,748 億円（2003 年の 6.6 倍になる）と見込んでおり、基盤的
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な技術研究である本事業の費用対効果は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、１００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。

５−５ 変化への対応
データの実利用化を目指すには、データそのものが持つ潜在的価値を見出し、有効に活用する
ための技術研究以外に、打ち上げ後の運用に係る課題を予め克服することなしに、最終的な実利
用化は実現し得ないことが、ASTER による運用を通して明らかになった。そこで、下記に示す
項目について対応している。
①地上システムのあり方の検討
次世代地球観測衛星のセンサシステムについては、NEDO および JAROS・NEC が仕様の検討
や打上機の調整等を実施しているが、衛星で取得されたデータを利用するためには、センサ運用、
代替校正検証、データ処理・保存・配付等の地上システムが機能しなければならない。そこで、
当該の技術に係る最新技術動向を検討するとともに海外関連機関の地上システムを調査して、開
発すべき地上システムのあり方をとりまとめて提言している。
②衛星画像データの圧縮技術のあり方
衛星画像の圧縮は、衛星から地上設備へのデータ伝送効率化において重要な役割を果たしてい
る。衛星リモートセンシングにおいてデータレコーダの容量制限や衛星から地上へのデータ伝送
の制限が厳しいことが背景にあるが、それに加えてセンサ解像度向上やハイパースペクトルセン
サに見られるようなバンド数の増加も加わって、その重要性はますます高まっている。またハイ
パースペクトルデータは、1 シーンあたりのデータ容量がこれまでのデータと比較して飛躍的に
増加し、データ利用者への配付においても圧縮技術の重要性が増している。
そこで、ハイパースペクトルセンサにおける軌道上の圧縮技術を検討するための基礎資料を得
るために、光学画像全般を含めたハイパースペクトルデータの圧縮技術を調査した。その結果、
ハイパースペクトル画像の圧縮に関する研究は一つの研究分野を成しており、予測符号化、変換
符号化の二つの流れにおいて、バンド間相関を利用したハイパースペクトル画像専用の手法が開
発され、今でも毎年改良されている状況である。
③ハイパースペクトルセンサの代替校正のあり方
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現在、開発を進めているハイパースペクトルセンサに対して、衛星打上げ後の初期機能確認時
および定常運用時において実施すべき地上校正・検証作業等のあり方について調査した。
調査の結果、ハイパースペクトルセンサの校正は、従来のマルチスペクトルセンサにおいて行
われてきたラジオメトリック校正に加え、波長校正が重要であること、また、Hyperion における
2 次元アレイセンサの不均一性に関する問題点を踏まえ、2 次元アレイ検出器を想定した校正方法
を検討していく必要があることが判明した。
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次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発
中間評価用資料

添付資料
関連用語集

添付資料 関連用語集
用語
ASTER

BRDF

CDOM
GIS

GPS

Java Web Start

LAI
LANDSAT 衛星

L バンド
PALSAR

PLS 回帰
SAR
SPOT
アルゴリズム

解説
通商産業省（現・経済産業省）が開発した高空間分解能・高スペクトル分解
能光学センサで、 1999 年 12 月に打ち上げられた Terra(旧 EOS AM‑1)衛星の
コアセンサとして搭載されている。その特徴は、(1) 可視域近赤外域 3 バン
ド、短波長赤外域 6 バンド、熱赤外域 5 バンド計 14 バンドで観測、 (2) 立
体視データを同一軌道から同時に取得可能、 (3) 可視近赤外域 15m、短波長
赤外 30m、熱赤外域 90m の空間分解能、 (4) VNIR ±24.5゜、SWIR±8.55゜、
TIR ±8.55゜の軌道に直角方向へのポインティング機能、である。
Bidirectional Reflectance Distribution Function の略。双方向反射率分布
関数。反射表面上のある地点に対して、ある方向から光が入射したとき、そ
れぞれの方向へ、どれだけの光が反射されるかを表す、反射地点に固有の関
数。
Colored Dissolved Organic Matter の略。有色溶存有機物を参照。
Geographical Information System の略。デジタル化された地図（地形）デー
タと、統計データや位置の持つ属性情報などの位置に関連したデータとを、
統合的に扱う情報システム。
Global Positioning System の略。GPS は、米国によって開発・運用されてい
る地上約 20，000km の上空を周回する 24 個の人工衛星の電波を受信する高精
度の測位を行うことが可能。ミリメートルの精度で地殻変動を監視すること
も可能。
アプリケーション配備用のテクノロジであり、Web ブラウザからシングルクリ
ックするだけでフル機能装備のアプリケーションを起動することを可能にす
る。この機能を利用すれば、表計算プログラムやインターネットチャットク
ライアントなどのアプリケーションを、複雑なインストール手順を踏まずに、
簡単にダウンロードして起動できるようになる。
Leaf Area Index の略。葉面積指数。葉の茂り程度を表す。
米国の地球観測衛星。1972 年 7 月 23 日の 1 号機の打ち上げ以来、陸域におい
てこれまで最も広汎に利用されてきた衛星であり、衛星リモートセンシング
の象徴的存在である。
マイクロ波の波長帯の一つ。0.5‑1.5GHz 帯のマイクロ波。
（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）の陸域観測技術衛星（ALOS）に搭載さ
れた経済産業省開発の合成開口レーダ(SAR)である。PALSAR は、我が国の地球
資源衛星 1 号（JERS‑1）に搭載された合成開口レーダ（SAR）の機能・性能を
さらに向上させたもので、天候や昼夜に影響されない能動型のマイクロ波セ
ンサである。
Partial Least Square 回帰の略。因子の数が多く、強い共線性がみられるよ
うなときに、予測モデルを構築するひとつの方法。
合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar)の略で、 衛星自らの進行による
ドップラー効果を利用し、分解能の高い画像再生 を行う方式。
フランス国立宇宙研究センター（CNES）の陸域観測衛星。SPOT 1 号は 1986 年
2 月 22 日、フランス領ギアナからアリアンロケットにより打ち上げられた。
なんらかの問題を解くための手順のことである。算法（さんぽう）と訳され
ることもある。コンピュータにアルゴリズムを指示するための(電子)文書を
プログラムという。人間より早く大量に正しい結果を導くことができるのが
コンピュータの強みであるが、そのためには正しいアルゴリズムにもとづく
プログラムが必要である。
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オイルスリック

タンカーの海難事故や改定からの自然滲出等の原因により海上に流出した油
汚染領域。地球的規模の海洋の油汚染領域の観測は、現在主に全世界を航行
しているタンカーを中心とした船舶からの目視によって行われている。
海洋油汚染は地球環境問題のなかでも重要な課題であり、人工衛星からのリ
モートセンシング技術、中でも合成開口レーダ（SAR）による観測技術は、昼
夜、雲の有無に拘わらず分解能の良い映像が取得されるので注目されている。
海洋油汚染領域では、海面の油膜が、海上風によって海面上に生ずる風波を
減衰させるため、清浄海面よりも滑らかな海面となる。レーダの電波が海面
に対し斜め方向より入射する場合、滑らかな油汚染海面では鏡面反射により
大部分の電力が前方に散乱され、後方（レーダ方向）への散乱電力は、周辺
の清浄海面に比べて顕著に減少し暗い領域として映る。これがレーダによる
油汚染の観測原理である。
スペクトル
可視光線そのほかの放射を分光器で分解したときに得られる成分を波長の順
に並べていう。リモートセンシングでは主として赤外可視波長域において、
吸収スペクトルに対応する分光反射率、放射スペクトルに対応する分光放射
率が用いられる。これらが物質やその状態に固有であることが基本となって
いる。
バイオマス
特定の時点において、ある空間に存在する生物の量を、物質の量として表現
したもの。生物体量、生物量、現存量。
マルチスペクトルセン ある複数の特定波長帯（バンド）の電磁波のみを観測するセンサ。
サ
パンシャープン
画像フュージョン技術の１つで、低空間分解能のマルチスペクトル画像を高
空間分解能なパンクロマティック（白黒の単一バンドあるいはチャンネル）
画像を用いて、空間的に鮮明な画像に変換すること。
ポインティング機能
センサの観測方向を軌道上で選択できるようにした機能。画像センサの走査
幅が隣接軌道間隔よりも狭いときは、全地表面をカバーするために、衛星の
進行方向と直角の方向に観測方向を選択できる機能が必要になる。この機能
を利用して重点地域の観測頻度を増やしたり、異なる位置から同一地域を観
測して立体視を行うことができる。
メタデータ
あるデータそのものではなく、そのデータに関連する情報のこと。データの
作成日時や作成者、データ形式、タイトル、注釈などが考えられる。データ
を効率的に管理したり検索したりするために重要な情報である。
レッドエッジ
植物の反射スペクトルにおける 680nm から 750nm にかけての反射率の急激な
変化をいう。レッドエッジの位置は、反射率を波長で微分し、その最大傾斜
を示す波長でもって定義することができる。この位置は、植物の種類のほか、
その生育状況によって微妙に変化し、植物の活力、クロロフィルの含有量を
表すとされている。
温度・放射率分離
一般に熱平衡状態にある物質はプランクの法則に従った放射エネルギーを電
磁波の形で放射している。熱赤外リモートセンシングでは、大気補正によっ
て得られた地表の熱放射は多くの未知数を持つプランクの式で示される。 通
常リモートセンシングでは、構成バンド数の観測値が得られる。しかしなが
ら、ここでは求めるべき未知数が温度と各バンドの放射率となり、常に観測
値の個数より未知数の個数が一つ多い問題を解くことになる。従って、何ら
かの仮定をおいてこの問題を解く必要がある。 これまでの一連の研究から、
スペクトル放射率の波長依存性に統計的な仮定をおいて連立方程式を解くこ
とが最も妥当であるとされている。
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幾何補正

画像の幾何学的な歪を除去すること。幾何学的補正、幾何学的歪補正ともい
う。リモートセンシング画像に含まれる幾何学的な歪は、センサに起因する
内部歪とプラットフォームや対象物に起因する外部歪に分けられる。内部歪
としては光学カメラにおけるレンズ系やフィルムの平面性、光軸とフィルム
の直交性、などに関する歪、スキャナにおけるスキャン速度や視野角などの
変動、レーダにおけるビーム幅やサンプリングレートの変動、などがその要
因となる。また、外部歪としてはプラットフォームの位置、高度、姿勢、速
度の変動、対象物としての地表面の起伏、地球の曲率、自転、などがその要
因となる。
機上校正（オンボード機
衛星上に設置された校正装置を用いた軌道上校正。必要なときにいつでも
器校正）
センサの校正ができる利点があるが、他方で搭載装置も光学機器の一種であ
るため、軌道上でその特性が変化する可能性がある。従って搭載校正装置に
は、校正されるべきセンサよりもはるかに高い軌道上での安定性が求められ
る。
決定係数
重相関係数の２乗。寄与率と呼ばれることもある。独立変数（説明変数）が
従属変数（被説明変数）のどれくらいを説明できるかを表す。標本値から求
めた回帰方程式のあてはまりの良さの尺度として利用される。
光学センサ
実用的には「マイクロ波センサ」に対置される概念で、電磁波の波長で可視
域から熱赤外域ぐらいまでを観測対象とする映像センサ。分光放射計もほぼ
同義である。
合成開口レーダ
高分解能のマイクロ波映像レーダ。航空機や衛星に搭載され、地形、森林、
波浪、海氷などを鮮やかに写し出す。
重回帰分析
多変量解析の一つ。回帰分析の独立変数が複数になったもの。適切な変数を
複数選択することで、計算し易く誤差の少ない予測式をつくることができる。
植生指標
リモートセンシングの多バンドデータから求められる植生の有無・多少・活
性 度 を 示す 指 標。 代表的 な 植 生指 標に NDVI(Normalized Difference
Vegetation Index：正規化植生指標)があり、下記の式で求められる。
NDVI＝（IR−R）／（IR＋R）
ここで、IR は近赤外バンドの反射率、R は可視の赤バンドの反射率である。
代替校正
代替校正は、地上に用意した標的の分光放射輝度を別途正確に測定して衛星
搭載センサを校正する方法である。校正のタイミングが衛星が上空を通過す
るときに限定され、また天候や気象条件にも左右されるが、一方で標的の分
光放射輝度を十分な時間をかけて測定し、その精度を確認することができる。
現在は軌道上校正の精度を十分確保するために、機上校正と代替校正とを併
用する傾向にある。
大気補正
測定対象物からの放射や反射された輻射を観測したとき、得られた信号には
対象物固有の性質だけでなく、センサと対象物との間に存在する大気からの
放射や減衰の影響も含まれている。これらの影響を観測によって得られデー
タから除去することをいう。大気効果補正ともいう。画像の「幾何補正」に
対する場合の「放射量補正」と同義に使われることもある。この場合は大気
だけでなく、センサ特有の違いによる影響の補正も含まれる。
反射率
入射光の強さに対する反射光の強さ.の比率であり、それを異なる波長帯ごと
に観測したのが分光反射率である。
分光放射輝度
Spectral radiance 単位波長当たりの放射輝度。単位は、W/(m2･sr･μm)
変換符号化
量子化との組合せにより、画像データ間の相関性に着目した冗長度を削減す
る。一般に時間変数や空間変数を別の次元の変数に変換し符号化することを
いう。
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放射輝度

Radiance 放射源の単位面積から単位立体角に出射される放射束。単位は、
W/(m2･sr)
放射率
黒体からの放射量に対する同じ温度の試料からの放射量の比。
放射量補正
リモートセンシングにおける観測値は対象物の反射、放射強度だけでなく観
測系におけるさまざまな要因によって影響を受けるために、この要因の観測
値に対する影響は歪として働く。この歪を観測値から取り除く処理を放射量
補正という。放射量補正は、着目する要因の違いから、センサに起因する歪
の除去を図る内部歪補正と、センサ以外に起因する歪の除去を図る外部歪補
正に大別される。内部歪補正としては、感度特性のガンマ補正、光学系の周
辺減光による歪の濃度補正（シェーディング補正）
、デストライピング（スキ
ャンラインノイズ補正）
、CCD センサのセル間感度むら補正、衛星センサの校
正データを用いたキャリブレーション補正などがある。また、外部歪補正と
しては、パスラジアンスなどの大気補正、視野角や太陽方位またそれらとセ
ンサとの位置関係によって生じる輝度変化の補正などがある。
方向性反射率
照明方向と反射方向を限定した反射率。
有色溶存有機物（CDOM） CDOM：Colored Dissolved Organic Matter。有色溶存有機物（CDOM）は、土
壌、植物、生活排水、農業排水などの河川流入水起源の物質と植物・動物プ
ランクトンや魚などの海洋生物起源の物質から生成される混合体であり、青
から紫外域の波長帯を吸収する特性を有する。
予測符号化
画像データの時間的変化や画像データ間の相関性に着目し冗長度を削減する
技術。それぞれの画素の周辺の画素との差分（予測誤差）をとり、その差分
のみを情報として送ることによって符号化に要する情報量を少なくする手
法。
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３−Ｄ−１

事業の目的・政策的位置付けについて

本プロジェクトは、①から⑤の研究開発項目から構成される。
①

衛星構体の高排熱型熱制御技術開発

②

次世代イオンエンジン技術開発

③

測位用擬似時計技術開発

④

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

⑤

衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術開発

上記①〜④は宇宙産業高度化基盤技術プログラムの下で実施されるものであり、⑤
については新エネルギー技術開発プログラム及び宇宙産業高度化基盤技術プログラ
ムの下で実施されるものである。
上記の研究開発項目のうち①から③に揚げるものについては、経済産業省産業技術
環境局研究開発課及び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定
める基本計画を、④に掲げるものについては、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定める基本計画を適用するものである。また、⑤に掲げるものに
ついては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）機械シス
テム技術開発部が定める基本計画を適用するものである。
本事業原簿は、上記①〜④項の開発状況について記述するものである。

1.
1.1

国（経済産業省）の関与の必要性・制度への適合性
国（経済産業省）が関与することの意義
準天頂衛星システム（＊）は、来るべき高度情報化社会におけるインフラ基盤の
一つとして利用が見込まれていることから公共性が高く、またその開発には高度な
技術が要求されており、宇宙を含めた実証を実施するには投資規模が非常に大きく
かつ長期間に亘る。そのため民間のみで研究開発を進めることは難しく、産官の連
携の下で効率的な研究開発を実施することが不可欠である。
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* 静止軌道と一定の角度をなす傾斜
軌道に 3 機の衛星を配置し、見かけ
上、常に天頂付近に１つの衛星を位
置させるシステム。 右図に見られ
る通り、8 の字軌道を持つ 3 機の準
天頂衛星（QZS-1〜3）を、アクテ
ィブアーク内で 8 時間毎に順次ハ
ンドオーバし運用することにより、
24 時間の連続運用が可能となる。
ユーザは高仰角(約 70 度以上) での
衛星利用が可能となることから、衛
星からの電波がビルや山陰に遮ら
れることなくサービスを受けるこ
とができる。図 1.1-1 にそのサービ
スイメージを示す。

ｱｸﾃｨﾌﾞｱｰｸ（8時間）

QZS-2

非ｱｸﾃｨﾌﾞｱｰｸ（ 16時間）

QZS-3

空域ﾕｰｻﾞｰ

GPS衛星

測位ｻｰﾋﾞｽ

測位ｻｰﾋﾞｽ
航法ﾒｯｾｰｼﾞ

公共系、ﾋﾞｼﾞﾈｽ系、ｺﾝｼｭｰﾏ系
公共系、ﾋﾞｼﾞﾈｽ系、ｺﾝｼｭｰﾏ系
のあらゆる移動体ﾕｰｻﾞへの
のあらゆる移動体ﾕｰｻﾞへの
高仰角測位ｻｰﾋﾞｽ
高仰角測位ｻｰﾋﾞｽ

陸域ﾕｰｻﾞｰ

測位基準局

QZS-1

海域ﾕｰｻﾞｰ

測位情報
サービス
センター

F172

F172

図 1.1-1

準天頂衛星システムによるサービスイメージ
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1.2

実施の効果（費用対効果）
本プロジェクトでは、次世代衛星として期待されている準天頂衛星システムで計
画されている移動中の利用者等に対する高精度な位置情報システムの構築を可能に
するとともに次世代衛星の高度化、軽量化、長寿命化に直結する 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、更に、準
天頂衛星等の次世代衛星に要求されるミッションの大型化・高度化による重量・消
費電力の増大等に対処するために必要な、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等の基盤技術を研
究開発することから、将来の我が国の宇宙産業に対する国際競争力の強化に繋がる
ことが期待される。また、複合材料製造設計技術や衛星搭載用リチウムイオンバッ
テリー要素技術に関する基盤技術の成果は、需要増加の割合が高い運輸部門（航空
機、高速車両、電気系自動車等）の輸送機器の軽量化・効率化にも繋がることから、
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り、地球温暖化抑制
等の環境保全への貢献が期待できる。
準天頂衛星システムによる市場創出、雇用創出効果を図 1.2-1 に示す。

準天頂衛星による雇用創出効果 (人）

準天頂衛星の市場創出効果 (億円/年）

8,000
7,000

通信
GIS

情報サービス
端末

コンテンツ
半導体

18,000
16,000

6,000

14,000

5,000

12,000

4,000

10,000

3,000

8,000

2,000

6,000

通信
GIS

情報サービス
端末

コンテンツ
半導体

4,000

1,000

2,000

0

0

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目

GIS（地理情報システム）：企業・政府にGIS関連システムを提供する事業
者、GISでは準天頂衛星の測位機能を利用するため、準天頂衛星の実現に
より創出される市場とみなした

図 1.2-1

（新衛星ビジネス研究会資料より抜粋）

準天頂衛星システムによる市場創出、雇用創出効果
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2.
2.1

事業の背景・目的・位置付け
事業の背景
現在我が国では、米国の GPS 衛星を利用した関連商品として、カーナビ・携帯ナ
ビ等が普及しているが、これまでの静止衛星システムとは異なり高仰角からのサー
ビスが可能となる特長を持ち、次世代衛星の一つとして注目されている準天頂衛星
システムは、次世代測位システムをベースとした主として移動体（自動車・航空機・
船舶から歩行者まで）向けの高付加価値を持つサービスを提供出来るものと期待さ
れている。
我が国の宇宙開発利用は、これまでの研究開発中心から、産業化を通じた国民生
活の質の向上や経済の活性化、産業競争力の向上を目指す時代への転換期を迎えて
おり、平成 14 年 6 月の内閣府の総合科学技術会議による「今後の宇宙開発利用に関
する取組みの基本について」においても、我が国宇宙産業の基幹産業への育成を図
るべく、宇宙開発利用の産業化の促進、宇宙利用の戦略的拡大の必要性が明記され
ているところである。特に、準天頂衛星システムについては、「準天頂衛星システ
ムの開発・整備を産官の連携の下に推進する。推進に当たっては、関係の産官から
成るプロジェクトチームを設置し、そのあり方を検討し具体化を図る。このシステ
ムにより、新たなビジネス機会の創出による経済の活性化と国民生活の質の向上を
目指す」旨が明記されている。
上記の総合科学技術会議の方針を受け、総務省・文部科学省・国土交通省・経済
産業省の関係 4 省と産業界で推進協議会が設置され、国が研究開発の観点から、産
業界が事業化の観点から、産官連携によるプロジェクトとして準天頂衛星システム
の実利用を目的とする事業企画の検討が産業界に委ねられることになり、日本経団
連指導の下、平成 14 年 7 月にまず準天頂衛星システム推進検討会が設置され、同年
11 月に民間企業約 40 社の出資により事業企画会社である新衛星ビジネス株式会社
が設立された。
以上の経緯から、準天頂衛星を初めとする次世代大型衛星に要求される前述 5 項
目の基盤技術に関する研究開発について本プロジェクトは実施されることになった
ものである。

2.2

事業の目的及び意義
高度情報化社会の実現、地球環境の保全等多様な社会ニーズに応える基盤となる
我が国宇宙産業の国際競争力の強化を図るため、次世代の宇宙機器開発に向けた基
盤技術及び宇宙利用を促進するための基盤技術を確立することにより、我が国にお
ける宇宙利用の産業化を促進し、宇宙産業の規模拡大を目指すことを目的とする宇
宙産業高度化基盤技術プログラムの一環として本プロジェクトを実施する。
本プロジェクトでは、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、
4

米国が運用する GPS 衛星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
するとともに次世代衛星の高度化、軽量化、長寿命化に対する基盤技術として産業
競争力強化にも繋がる、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。更に、準天頂衛星等の次世代衛星に
要求されるミッションの大型化・高度化による重量・消費電力の増大等に対処する
ために必要な、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繋
がる衛星の軽量化、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
国衛星メーカーの国際市場における競争力強化にも繋がる。また、複合材料製造設
計技術や衛星搭載用リチウムイオンバッテリー要素技術に関する基盤技術の開発成
果は、需要増加の割合が高い運輸部門（航空機、高速車両、電気系自動車等）の輸
送機器の軽量化・省エネルギー化にも繋がり、地球温暖化問題等の環境保全の面か
らも国際貢献が可能である。
2.3

事業の位置付け
本プロジェクトにおける前述の基盤技術に関する研究開発は、経済産業省が掲げ
る宇宙産業高度化基盤技術プログラムの一環として位置付けられている「次世代衛
星基盤技術開発プロジェクト」の大意に沿うものであり、また実施に当たっては、
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構と準天頂衛星システム開発側と
連携を図りながら進めて行くものであるが、来るべき高度情報化社会におけるイン
フラ基盤の一つとして、実利用に向けての事業化を目指した産官連携の下に推進さ
れるプロジェクトとして、総務省・文部科学省・国土交通省の関係 3 省とも連携の
下に進めて行くものである。
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3−Ｄ−2

1.

研究開発等の目標及び研究開発マネージメント・体制・資金・費用
対効果（研究開発等の目標の妥当性、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）

事業の目標

1.1 全体目標
本プログラムの目標は、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並びに事業化を推進し、我が国の経済再生への貢献と共
に国際商業市場における我が国衛星メーカーの競争力強化を図るとともに運輸部門
など他産業への応用に資するものである。このうち実用化については、我が国政府
の総合科学技術会議の方針を受け、民間による準天頂衛星システムの事業化推進を
目的として、平成 14 年 11 月 1 日に民間企業の出資により設立された新衛星ビジネ
ス株式会社が主体となり、同社にて策定する事業計画に基づいて実現するものとす
る。また、次世代衛星への適用による国際競争力向上と他産業への応用検討につい
ては、現在までに多くの宇宙システムプロジェクトの研究開発を実施してきた実績
をもつ財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構において実施し、研究開発成果
が広く、有効に応用されるよう推進する。このような位置づけで本プログラムを推
進してきたが、外部環境の変化により新衛星ビジネス株式会社が準天頂衛星の事業
計画を見直した結果、通信・放送事業を含んだ計画から測位事業に専念した計画に
変更することを表明した。これを受けて平成 18 年 3 月 31 日の「測位・地理情報シ
ステム等推進会議」において平成 18 年度から官主導による計画遂行が決定された。
その概要は以下のとおりである。
＜第一段階（技術実証・利用実証段階の進め方＞
①

初号機の準天頂衛星による技術実証・利用実証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、国土交通省の協力を得て計画を推進する。第一段階の準天頂衛星
システムの整備・運用は、（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）が担当する。
②

第一段階の技術実証・利用実証に対しては、民から資金提供の意向は示され

ていないが、今後、民から新たな提案があればそれを検討していくものとする。ま
た、地上での利用実証を行う民、利用省庁等の参加を受け入れることとし、官民に
よる共同利用研究の実施等について検討する。
＜第二段階（システム実証段階）の進め方＞
①

第一段階での技術実証・利用実証段階に引き続き、第一段階の結果の評価を

行った上で、初号機を含む３機体制の準天頂衛星システム実証を実施する第二
段階へ進む計画とする。
②

民は、第一段階の技術実証・利用実証の結果等も踏まえて事業化判断を行い、

民が事業内容、事業規模等に相応な資金負担を行うことで計画に参加するもの
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とする。
本プログラムにおける具体的な研究開発の目標は以下の通りである。
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行う計画で
あり、本プログラムでは、上記の要素技術開発の内、①〜④に関する開発を行う。
尚、上記①〜④の要素技術は、図 1.1-1 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。
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衛星システム
バス系

テレメトリ・コマンド系
衛星制御系
電源系

④異種材料を含む
大型構造体用複合

太陽電池パドル系

材料製造設計技術

姿勢制御系
推進系
構体系

①衛星構体の

熱制御系

高排熱型熱制

計装系

御技術

ペイロード系
③測位用擬似時計技術

②次世代イオン
エンジン技術

（衛星構体内）

衛星外観
図 1.1-1

要素技術開発成果の適用部
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1.2

最終達成目標
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。最終達成目標は以下に
示す通りである。

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。
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。
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。
④

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×１ｍ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少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。
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1.3

目標設定理由
以下に各研究開発項目に対する目標の設定理由を示す。
①

衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
本研究開発に於いては、次の目標を達成することを直接的効果としている。
【目標】

準天頂衛星の排熱能力目標 5kW を実現する。

上記目標を達成するための開発条件の制約としては、以下の(1)、(2)の制約があ
る。
(1)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。
(2)使用する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。
本技術開発に関する上記の開発目標に関する定義、根拠等を以下に示す。
1)

本目標値の定義

（Ａ）衛星の排熱は、パネル放熱面を介して絶対温度が 3K（Kelvin）程度の宇宙
シンクに排熱されるが、［式１］に示す通り、衛星の排熱量は、搭載機器の発熱量
と太陽光等の軌道熱入力の合計値に等しい。
衛星の排熱量（W）＝ 搭載機器発熱量（W）＋ 軌道熱入力（W）

［式１］

また、ここで衛星の排熱量は、衛星のパネルの放熱面面積および放熱面温度に関
係があり、［式２］の形式でも表すことができる。
衛星の排熱量（W）＝ｋ× 放熱面面積（㎡）× 放熱面温度の４乗（K4）［式２］
※）ｋは、放熱面の fin 効率や熱光学特性等から決定される 1.0 より小さい係数。
［式２］に示す通り、衛星の排熱量は、放熱面面積や放熱面温度の４乗に比例す
るため、これらを大きくすればいくらでも増えるが、放熱面面積は衛星が搭載され
る打上げロケットのフェアリング格納性からくる制約があり、放熱面温度は搭載機
器の許容温度範囲からくる制約がある。従って、各々の衛星のミッション要求に基
づき、これらの放熱面積や放熱面温度の制約を満たした上での衛星の排熱量の最大
値を、衛星の排熱能力と定義する。
本研究開発の目標値である、準天頂衛星の排熱能力目標 5kW とは、準天頂衛星の
搭載機器を適切な温度に制御することを前提として、衛星の発生電力 13kW 級であ
る準天頂衛星の搭載ミッション機器の発熱量と、通常の静止衛星よりも太陽光の照
射角が厳しいため熱入力が大きい準天頂衛星の軌道熱入力の合計値であり、図
1.3-1 に示すように大型に分類される発生電力 10〜13kW 級である海外商用通信衛
星よりも 25%程度大きい排熱能力目標となっている。
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6 kW
準天頂衛星は同規模の機器を搭載した静止衛星
よりも約25%多くの排熱能力が必要

準天頂衛星
発生電力 13kW、排熱能力 5kW

5 kW

10〜13kW級海外商用衛星

4 kW
国産静止衛星
（現状）

3 kW
2 kW
1 kW

5 kW
図 1.3-1

10
kW

15
kW

衛星の発生電力

衛星の規模と必要排熱量の関係

（Ｂ）開発条件の目標である(1)のパネル温度の制約については、「太陽光が照射
されるパネルの温度範囲 50〜60℃」の制約は、実際の衛星市場で流通している搭
載機器の許容温度上限が 60〜65℃のものが多いため、これらの搭載機器とパネル
間の熱抵抗による温度差を考慮した上で排熱能力が最大となるように設定された
温度範囲である。また、「太陽光の入射が無いパネルの温度範囲 35〜45℃」の制
約は、衛星の姿勢が変化して、このパネルに太陽光が照射される条件においても、
上述の「太陽光が照射されるパネルの温度範囲 50〜60℃」の目標を維持できるこ
とを考慮した上で排熱能力が最大となるように設定された温度範囲である。
（Ｃ）開発条件の制約である(2)のヒートパイプの単位質量当りの熱輸送量に対す
る条件は、ロケットの打上げコストに直結する衛星の質量軽減のための歯止めであ
る。ヒートパイプは、管径を太くすれば熱輸送量を大きくすることができるが、そ
れにつれて質量も大きくなるため、衛星の熱制御材料質量配分値を考慮した上で、
軽量でかつ効率の良い熱輸送が行える、3 次元ヒートパイプネットワークを開発す
るための指標が、ヒートパイプの単位質量当りの熱輸送能力 0.38W･㎡/g 以上の定
義である。
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2)

本目標値の導出根拠
本目標値の導出根拠を、図 1.3-2 に示す。

（Ａ）準天頂衛星のミッション機器発熱量と太陽光熱入力を分析した結果、準天頂
衛星の排熱能力目標は、5kW と求められた。この内訳は以下に示す通り、主放熱面
である、太陽光照射側と非照射側パネルに搭載されるミッション機器の発熱量合計
が約 3.6kW であり、静止衛星よりも太陽光照射角度の厳しい準天頂衛星では、太陽
光による熱入力量が、約 1.4kW 放熱面に吸収される。この合計値が 5kW であり、前
述の通り、排熱能力は搭載機器の許容温度を満たした上で、この搭載機器発熱量と
軌道熱入力量の合計に等しくなる。
搭載ミッション機器発熱量

3.6 kW

軌道熱入力（太陽光熱入力）

1.4 kW

合計

5.0 kW

（Ｂ）準天頂衛星の主放熱面パネルに搭載される機器の許容温度上限は、60〜65℃
程度であるため、前述の通り、パネル温度は 50〜60℃程度に制御する必要がある
が、太陽光照射側のパネルの搭載機器発熱量と軌道熱入力量の合計は約 3.2kW に上
るため、これを単独の放熱面で排熱するとパネル温度は 65〜75℃になり、搭載機
器の許容温度上限を超えてしまう。このとき、太陽光非照射側パネルの排熱量は搭
載機器発熱量に等しく、約 1.8kW であるため、パネル温度は 20〜30℃程度である。
（Ｃ）そこで、準天頂衛星では 3 次元ヒートパイプネットワークにより太陽光照射
面側のパネルから約 0.5kW を非照射面側パネルに熱輸送し、太陽光照射側パネルか
ら約 2.7kW を排熱して、パネル温度を 50〜60℃の範囲に制御する。ここで、非照
射側のパネルは、約 0.5kW の熱量を太陽光照射側のパネルから受け取ることから、
搭載機器発熱量と合わせて約 2.3kW を排熱するため、パネル温度は 35〜45℃程度
となる。
（Ｄ）この太陽光照射側パネルから非照射側パネルへの熱輸送を実現するためには、
双方のパネル内に埋め込んであるヒートパイプを連結ヒートパイプにより熱結合
する必要があるが、このヒートパイプ間の熱結合部で熱伝達ロスにより温度差が生
じるのを極力小さく抑えるための熱伝達ジョイントを開発する必要がある。この熱
伝達ジョイントを開発することにより、前述のパネル温度の制約条件を満足する 3
次元ヒートパイプネットワークを実現することができる。
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太陽光熱入力

太陽光照射側パネル排熱量

1400Ｗ
3 次元ヒートパイプなし

1800Ｗ + 1400Ｗ = 3200Ｗ

太陽光照射側パネル温度：65〜75℃
（機器の許容温度上限 60〜65℃を超えてしまう）
搭載機器発熱量

1800Ｗ

熱輸送なし

搭載機器発熱量

1800Ｗ
太陽光非照射側パネル温度：20〜30℃

太陽光非照射側パネル排熱量
1800Ｗ

太陽光熱入力

1400Ｗ

3 次元ヒートパイプあり

太陽光照射側パネル排熱量
1800Ｗ + 1400Ｗ ‒ 500Ｗ= 2700Ｗ

ヒートパイプ連結部

熱伝達ジョイント

太陽光照射側パネル温度：50〜60℃
搭載機器発熱量

（機器の許容温度上限 60〜65℃内）

1800Ｗ

熱輸送あり
500Ｗ
搭載機器発熱量

1800Ｗ
太陽光非照射側パネル温度：35〜45℃
ヒートパイプ連結部

太陽光非照射側パネル排熱量
1800Ｗ + 500Ｗ = 2300Ｗ

図 1.3-2

目標値の導出根拠
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熱伝達ジョイント

（Ｅ）開発条件の制約である(2)のヒートパイプの単位質量当りの熱輸送能力性能
を国産・海外の代表的な衛星について、図 1.3-3 に示す。昨今の衛星に使用するヒ
ートパイプの単位質量当りの熱輸送能力は開発条件の目標である、0.38W･㎡/g 以
上が標準となっていることが確認できる。準天頂衛星に使用するヒートパイプの目
標値は、この 0.38W･㎡/g 以上を使用する。

0.7
海外商用衛星
国産衛星

ヒートパイプ性能重量比(Wm 2 /g)

0.6
海外商用D(2004)

0.5

海外商用C(2004)

準天頂衛星
0.38 W㎡/g以上

海外商用E(2005)

国産A(2002)

0.4

0.38 W㎡/g

海外商用A(2001) 海外商用B(2002)

0.3

国産B(2002)

0.2
0.1
0
0

図 1.3-3

5

10
衛星発生電力（kW）

15

20

国産・海外の代表的な衛星のヒートパイプの熱輸送能力性能比較
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3)

本目標値の達成の意義
地上ユーザが衛星に求める性能は、年々グレードアップしており、大型通信衛

星等に求められる国際市場の要求は、衛星の発生電力で 10kW 以上、排熱能力で
4kW 以上（寿命末期予測値）に達している。これは、従来開発されてきた国産衛
星の倍以上の規模に相当する。また、ミッションも測位機能や観測機能といった
多様性も要求されている。
これらの要求に応えるために、搭載する機器は高性能化、大電力化しており、
さらに多機能性を満たすためには搭載機器の種類と搭載数が多くなってくる。一
方で、衛星のサイジングは、打上げロケットのフェアリング容積および打上げ費
用に直結する質量の制約により、極力コンパクトなものが求められている。
この結果、衛星に搭載される機器の発熱量の合計と単位面積当たりの発熱密度
は、従来の国産衛星に比べてはるかに厳しい搭載要求となっており、限られた衛
星サイジング要求の中で、これらを適切に排熱して各搭載機器を許容温度範囲内
に制御する熱制御能力が、衛星の機器搭載能力を決定する重要な一因となってき
ている。
これらのことから、本研究開発で目標とする 5kW の排熱能力は、図 1.3-1 にも
示した通り、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している
ため、多様な高性能、大出力の通信機器をより多く搭載でき、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るために商用
市場における競争力が強化されるため、本開発を達成することの意義は大きい。
また、本研究開発で開発した 3 次元ヒートパイプネットワークによる高排熱型
熱制御システムは、連結するヒートパイプの本数やヒートパイプ連結部分の長さ
を調整することにより、準天頂衛星や大型静止衛星のみならず、太陽光熱入力や
アルベド熱入力の条件が 100 分程度の短周期で変化する低軌道周回衛星や、１面
のみに極端に熱入力が生じる太陽観測衛星や彗星観測衛星などの排熱システムに
簡単に流用することもできるため、この意味でも本開発を達成することの意義は
大きい。
適用第１号の準天頂測位衛星初号機の排熱要求は 3kW である。
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②

次世代イオンエンジン技術開発

1)

本目標値の定義
電子衝撃型（グリッド型）及びホール型について、5kW 電力印加時において、
推力（推進器が発生する力）と比推力（推力を単位時間当りの消費推進剤重量で
除した値）の性能目標を同時に満たしつつ、1 台のスラスタの累積作動時間が
3,000 時間以上達成することを目標とする。

2）本目標の導出根拠
本研究開発によるイオンエンジンは静止軌道及び準天頂衛星軌道に於ける軌道
面外方向の軌道制御（静止衛星軌道では南北軌道制御と呼ぶ）に用いることを主要
目的とする。インタフェース
イオンエンジンは化学推進系に比べて比推力が 1 桁大きく、軌道上質量が大きい
衛星ほど推薬量削減による軽量化効果が大きくなる。軌道上での衛星質量を現状で
の大型衛星の標準的な値である 2,500kg〜3,000kg とした場合、現状の宇宙航空研
究開発機構（JAXA）技術試験衛星 VIII 型（ETS-VIII）に搭載される 20ｍN の推力
を有するイオンエンジンを使用する場合、一日当りのイオンエンジン作動時間は約
8 時間〜10 時間となる。
T ＝（60ｍ/s÷365 日）/（20ｍN x cos45°）×（2,500〜3,000kg）/3,600 秒
＝ 8.1〜9.7 Hrs
※）スラスタの推力軸と面外軌道面とのなす角（キャント角）を 45°とする。
現状の推力の小さいイオンエンジンスラスタでは 1 日の内の 1/3〜1/2 の時間帯
に於いてイオンエンジンを作動させる必要があり、衛星の運用負荷が大きくなると
同時に、軌道決定までの時間を長く取る必要があることから軌道制御に要する時間
を短くすることが必須である。軌道制御に必要なスラスタの作動時間は推力の大き
さに反比例することから、作動時間を 1/10 以下とすることを考慮すると 200ｍN
級の推力が必要となる。
一方、国内外で実用化された、或いは開発中のイオンエンジン（電子衝撃型／ホ
ール型）の性能比較を表 1.3-1 に示す。この内、米国スペースシステムズロラール
社（SS/L）の 368mN スラスタ、及び欧州宇宙機関（ESA）の 335mN スラスタは開発
中のものであり、実用化されている最大推力のスラスタは米国ボーイング社
（Boeing）の 165mN スラスタである。
また、日本では宇宙航空研究開発機構（JAXA、JAXA の中の旧航空宇宙技術研究
所(NAL)）/株式会社東芝が開発した 150mN（電子衝撃型）があるが、地上試験のみ
に留まっており、高電圧電源の開発は未着手とのことである。尚、三菱電機株式会
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社も 150mN イオンエンジン（電子衝撃型）の部分試作モデルを製作したことがある。
以上のように、軌道上での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。
又、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。
累積作動時間 ＝ 約 1 時間/日×365 日/年×15 年/2 ＝ 約 2,740 時間
表 1.3-1
衛星バス
Artemis
HS601HP
DS2000
HS702
Spacebus4000
Eurostar3000
FS1300
Alphabus
20.20
本研究開発目標

主要衛星バス搭載イオンエンジン（電子衝撃型／ホール型）性能比較
最大打上質量
3100
4100
5800
5200
6000
6100
6700
7500
8500
6000

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg (BOL)
kg
kg

衛星メーカ イオンエンジン（電子衝撃型/ホール型）諸元
Astrium
Boeing
MELCO
Boeing
Alcatel
Astrium
SS/L
(ESA)
SS/L

備考）イオンエンジン諸元が（

3)

RIT10
15 mN @ 3400 W
XIPS-13
18 mN @ 439 W
XIES
21 mN @ 580 W
XIPS-25
165 mN @ 4500 W
SPT-100
83 mN @ 1350 W
SPT-100
83 mN @ 1350 W
SPT-100
83 mN @ 1350 W
（PPS 5000
335 mN @ 6000 W）
（SPT-140
368 mN @ 6000 W）
200 mN @ 3500 W／250 mN @ 5000 W

スラスタタイプ
電子衝撃型
電子衝撃型
電子衝撃型
電子衝撃型
ホール型
ホール型
ホール型
ホール型
ホール型
ホール型

）付きのものは、開発中。

本目標値の達成の意義
本目標値を達成することにより、世界の大型衛星市場に於いて電気推進系を搭
載した衛星が今後増大していく傾向にあって、この市場動向に合致し、競争力を
有するイオンエンジンを保有することが出来る。
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③

測位用擬似時計技術開発

1)

本目標値の定義
本研究開発では、短期的（10 秒程度まで）には原子時計よりも周波数安定度が
優れている小型・軽量・低消費電力の水晶発振器を衛星に搭載し、地上の管制局
から連続的に高精度時刻情報を衛星にアップリンクすることにより、搭載原子時
計と同等以上の安定度で衛星のクロックを制御する測位用擬似時計技術を開発す
ることを目標とする。尚、本研究では、搭載水晶発振器の開発は目的としない。

2) 本目標の導出根拠
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 台の安定度であり**、それと同程度の性能を確保する必要がある。
従って、上記の観点から、達成目標としては、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度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することを設定した。
* P.A.Koppang, D.Matsakis and M. Miranian: “Alternate Algorithms for Steering
to Make GPS Time,” Proceedings of ION GPS 2000.
** 例えば、The Science of Timekeeping, Application Note 1289, Hewlett Packard,
1997.
3)

本目標値の達成の意義
本目標値を達成することにより、米国 GPS システムとの補完機能を有する測位
システムの構築を行うことが出来る。
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④

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
本技術開発では、運輸部門（航空機、自動車、高速車両等）の構造体に本研究
開発の成果を適用することにより軽量化が図られ、これによってエネルギーの節
約が図られる。運輸部門での利用を促進することを目標として、以下を揚げた。
1） 設計・製造コストの低減：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て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。
2） 複雑構造体の一体精密成形：金属継ぎ手等を使わずＣＦＲＰハニカムサン
ドイッチシェルで構成される大型複雑構造体を一体で精密に加熱成形する
技術の確立。
3） 付加機能の組込み：パネル内にヒートパイプのような熱輸送機能を有する
部品を埋め込むなどして、付加機能を組込んだ構造体を一体成形する技術
の確立。
上記 1)〜3)の効果として、以下に示す事項が期待できる。
4） 利用の促進：運輸部門に於ける構造体の設計・製造コスト低減に資するこ
とが可能となり、又、構造体への付加機能組込みが可能となることによっ
て、上記技術を用いた軽量複合材料構造体の利用が拡大する。
5） エネルギー使用効率化：運輸部門の構造体の軽量化が図られ、エネルギー
使用効率化に資する。例えば運輸部門に占める割合が高い自動車を例に挙
げると、2010 年に於ける自動車車両重量の軽量化率 10％（現状値比較）に
よる燃費効率 10％向上が見込まれる。
本技術開発に関する具体的な開発目標に関する定義、根拠等を以下に示す。

1)

本目標値の定義
a)衛星構体の 10％軽量化：「衛星構体」とは衛星の構造体のうち主たる荷重伝
達経路を形成し、かつ、同規模、同種の衛星に対してシリーズ化する場合に、衛
星構造体の中で共通化される部分を指しており、この部分を従来実績に比べて
10％以上の軽量化を温度範囲-30℃〜70℃の環境に於いて実現することを目標と
する。
本研究開発では衛星構体のうちセントラルシリンダを開発対象として複雑構造
体の一体精密成形技術を用いた開発を行う。セントラルシリンダは衛星全体の固
有振動数を決定し、かつ、衛星に作用する全荷重を支える構造系の中核構造部材
であり、構造系質量のうち約 30％を占めており、このセントラルシリンダに対し
軽量化を行えばその効果は大きい。反面、中核構造部材である故に衛星システム
開発上リスクを増大させることになるので、本研究開発の対象とする意義は極め
て大きい。
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本研究開発では、複合材料構造体の製造プロセスを含む製造設計アルゴリズム
の開発を行い、これを駆使してセントラルシリンダの一体成形による軽量化を行
うが、この製造設計アルゴリズム及び大型構造部材の一体成形技術を他の構造部
材に適用することによって、衛星構体の 10％以上の軽量化達成に挑むこととする。
尚、一体成形により製造工程数を低減することにより製造コストを低減するこ
とができるが、セントラルシリンダは中核構造部材であるので、構体製造コスト
に占める割合は約 40％にも達するため、軽量化の効果と併せてコスト低減効果も
期待できる。
b) 複合材製パネルの少なくとも 1 方向の熱膨張率が 5ppm/℃以下：衛星には
通信用アンテナやセンサー類が搭載されるが、これらを地球上の定められた地点
を規定された精度で指向することが求められる。これを実現するためにこれらの
機器を搭載するパネルに対して、温度変化による寸法変化が小さいこと、即ち、
熱膨張率が小さいことが要求される。この熱膨張率要求値を 5ppm/℃以下とし、
これを温度範囲-30℃〜70℃の環境に於いて実現する。昨今の衛星に対する要求で
は、衛星に搭載される機器の発熱量の合計と単位面積当たりの発熱密度は、従来
の国産衛星に比べてはるかに厳しい搭載要求となっており、限られた衛星サイジ
ング要求の中で、適切に排熱して各搭載機器を許容温度内に制御する熱制御能力
が、衛星の機器搭載能力を決定する重要な一因となって来ている。この状況から、
従来、複合材料パネルとして製造されてきたパネルに高効率の熱デバイスである
ヒートパイプを埋め込み、高熱伝導性能を確保することに開発の意義がある。
2)

本目標値の導出根拠
a)衛星構体の 10％軽量化：衛星の構体系質量の指標としては、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）を用いて評価されるが、三軸姿勢
制御方式の静止衛星の場合、構体系質量比は通常 6％前後（5.8％〜6.5％）であり、
現時点の我が国の大型静止衛星では 6.5％程度の実力である。従って、現状値から
10％の軽量化を図れれば、構体系質量比は 6.5%から約 5.8%へ改善され、世界トッ
プレベルの軽量な構体を実現することが出来る。
セントラルシリンダが軌道上に於いて曝される予測温度範囲は-30℃〜70℃で
あって、この温度範囲に於いて機能・性能を維持することが要求される。
b) 複合材製パネルの少なくとも 1 方向の熱膨張率が 5ppm/℃以下：準天頂衛星
と同一規模（静止衛星）に於いてアンテナ、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 であり、こ
れを実現するためには、以下の図 1.3-3 及び図 1.3-4 に示すように地球指向面パ
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ネルの線熱膨張係数は 5ppm/℃以下とすることが必要であり、このパネルが軌道上
に於いて曝される予測温度範囲は-30℃〜70℃であって、この温度範囲に於いて機
能・性能を維持することが要求される。

地球指向面パネル
D点

B点

C点
A点

α= 0ppm/℃

α= 5ppm/℃

α= 10ppm/℃

軌道上温度条件下で、地球指向面パネルの線熱膨張率α
を変化させたときの熱変形解析を実施

角度変位（面外）[deg]

図 1.3-3 軌道上温度条件による熱変形解析結果

地球指向面パネル各点の角度変位
0.06

0.04
0.02

α=0
α=5
α=10

0.00
-0.02
-0.04
-0.06
A点

B点

C点

D点

図 1.3-4 地球指向面パネルの線熱膨張率に対する角度変位
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3)

本目標値の達成の意義
a)衛星構体の 10％軽量化：衛星設計に於いては衛星を軌道上に打上げるロケッ
トの打上げ能力（衛星の打上げ可能質量にて示す）に制約がある状況下で、通信
機器や観測機器等の衛星の果すべき役割（ミッション）を担う機器を出来る限り
多く搭載して、衛星の利用価値を高めることが求められる。又、ロケットの打上
げ費用が衛星質量に応じて決められる市場に於いては軽量化が打上げ費用低減
に繋がる。このように軽量化が重要な設計要求条件の一つとなっているが、世界
トップレベルの軽量な衛星構体を実現することにより、世界の衛星市場に於ける
競争力を具備することに繋がる。
b) 複合材製パネルの少なくとも 1 方向の熱膨張率が 5ppm/℃以下：機器を搭載
するパネルは機器から発生する熱を排熱するために熱伝導率が高いことが要求さ
れる。この目的のためにパネルにヒートパイプを埋込み高熱輸送化が行われるが、
ヒートパイプは現状ではアルミ合金製のものが使用されるが、上述のパネルの寸
法安定性に要求される熱膨張率のレベルはアルミ合金の熱膨張率（23ppm/℃）に
比べて 1 桁小さい(*)レベルであって、従来技術では温度変化により両者の熱膨張
率のミスマッチに起因する熱応力を生じてパネルの破壊を回避することが難しく、
課題となっていた。
本研究開発によりこの課題を解決するものであり、寸法安定と高熱伝導という、
相反する要求を同時に満たす高機能なパネルを実現することが出来る。
*一般に線膨張率が小さいとされるチタン合金の線熱膨張率（約 8ppm/℃）より
も更に小さい。
上記に示す複合材料の一体成形技術と、異種材料間の接合面を有する複雑構造体

の成形技術を基に、準天頂衛星等の次世代衛星に要求される軽量化技術を達成し、
我が国宇宙産業の国際競争力の強化を達成する。
尚、「異種材料を含む大型構造体用複合材料製造設計技術」に関する複合材料
の基盤技術の成果は、従来製造設計の困難であった複合材料製造技術を容易にし、
一般産業分野への複合材料の適用化を進めるものであり、今後、複合材料の需要
増加の割合が高い運輸部門（航空機、高速車両、電気系自動車等）の輸送機器の
軽量化・効率化に繋がるものである。これにより、運輸部門で消費されるエネル
ギー（石油系エネルギー等）の使用量削減と、消費エネルギー削減に伴う環境負
荷の低減に資するものである。
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1.4

宇宙産業プログラム評価検討会時点（平成 20 年度）の目標
第１期に続く平成 17〜20 年度の研究開発期間において、最終目標を達成するため
の目標は以下に示す通りである。
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。
尚平成 22 年度に打ち上げが予定されている準天頂測位衛星を用いて、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制御技術の宇宙実証（準天頂測位
衛星システム地上検証試験実証を含む）に関しては事後評価で対象とする。
準天頂測位衛星システムでの軌道上実証は求められる排熱能力から 3kW レベルま
でではあるが、5kW の能力を地上で検証をおこなったモデルと同じ仕様で製造され
たものであるため、地上試験データとの比較により 5kW の能力を有することを確認
する事は可能である。
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
秒以上の実現性を地上検証試験で実証する。寿命 3,000 時間以上の実現性に関して
は実現性の見込みを得ていることを確認する。寿命の実証に関しては事後評価対象
とする。
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。準天頂測位衛星を用い
た実証実験（準天頂測位衛星システム地上検証試験実証を含む）に関しては事後評
価対象とする。
④

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×１ｍ径）技術
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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少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。
準天頂測位衛星による打ち上げ環境・軌道上環境の適合については事後評価対象
とする。
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2.
2.1

事業計画内容
全体スケジュールと予算
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 2.1.2-1 に上記８ケ年計画の全体スケジュールを示す。
また、上記スケジュールに基づく、研究開発項目毎、年度毎の予算配分を表
2.1.2-1 に示す。
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図 2.1.2-1

全体スケジュール
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表 2.1.2-1
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年度予算表

2.2

研究開発の実施体制
新衛星ビジネス株式会社（ASBC）、財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構

（USEF）並びに独立行政法人

産業技術総合研究所は、本プロジェクトを以下に示す

体制により実施する。

2.2.1

実施体制

年度毎の実施体制（全体）：
図 2.2.1-1 に平成 15 年度、開発当初の実施体制を示す。
図 2.2.1-2 に平成 20 年現在の実施体制を示す。
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指示・協議
研究開発責任者

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

・

・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

＊2003 年 10 月より独立行政法人

委託

財団法人

無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF)

新衛星ビジネス株式会社(ASBC)
・
・

・次世代基盤技術の動向調査等

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

再委託
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

図 2.2.1−1

平成 15 年度の開発当初実施体制図
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文部科学省(MEXT)

経済産業省(METI)

委託

独立行政法人 宇宙航空研究
開発機構 (JAXA)
・準天頂測位衛星システム
開発

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

再委託

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

図 2.2.1−2

平成 20 年度の実施体制図
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2.3

研究開発の運営管理

2.3.1

事業実施における運営方針･方法

本プロジェクトは、2.2.1 項に示した実施体制並びに表 2.3.1-1、表 2.3.1-2 に示す
役割分担にて実施する。

表 2.3.1-1

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
・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

● 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
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表 2.3.1-2

● 財団法人

平成 20 年度の役割分担

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
・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

2.3.2 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、大型構造体用複合材技術委員会の 4 委員会を設けた。
表 2.3.2-1 に技術委員会名簿を示す。

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。

表 2.3.2-2〜表 2.3.2-5 に各技術委員会の開催実績を示す。
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表 2.3.2-1

平成 20 年度

技術委員会メンバリスト

高排熱型熱制御技術委員会メンバリスト

機関・役職に関しては平成 20 年 12 月 31 日現在のものを記入
氏

名

阿部 宣之

機
独立行政法人

関

・

役

職

産業技術総合研究所

エネルギー技術研究部門 研究グループ長
小川 博之

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部
宇宙航行システム研究系 准教授

工藤

勲

国立大学法人 北海道大学 名誉教授

小林 康徳

独立行政法人 宇宙科学研究所 名誉教授

村上 正秀

国立大学法人 筑波大学 機能工学系 教授

事務局

平成 20 年度

財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構

イオンエンジン技術委員会メンバリスト

機関・役職に関しては平成 20 年 12 月 31 日現在のものを記入
氏

名

工藤

勲

国立大学法人 北海道大学 名誉教授

國中

均

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 教授

小紫 公也

機

・

役

職

国立大学法人 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科
先端エネルギー工学専修

竹ヶ原 春貴

関

准教授

公立大学 法人首都大学 東京大学院 システムデザイン研究科／専攻
航空宇宙システム工学専修 教授

田原 弘一
事務局

大阪工業大学 工学部 機械工学科 教授
財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構
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平成 20 年度

測位用時刻管理技術委員会メンバリスト

機関・役職に関しては平成 20 年 12 月 31 日現在のものを記入
氏

名

石井

真

小暮

聡

坂井 丈泰
浜

真一

安田 明生
事務局

平成 20 年度

機

関

・

役

職

測位衛星技術株式会社 取締役
独立行政法人

宇宙航空研究開発機構 宇宙利用推進本部

準天頂衛星システムプロジェクトチーム 主任開発員
独立行政法人 電子航法研究所 通信・航法・監視領域 主任研究員
独立行政法人

情報通信研究機構 新世代ネットワーク研究センター

光・時空標準グループ 研究マネージャー
国立大学法人 東京海洋大学 大学院 海洋科学技術研究科 特任教授
財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構

大型構造体用複合材技術委員会メンバリスト

機関・役職に関しては平成 20 年 12 月 31 日現在のものを記入
氏

名

阿部

宣之

機
独立行政法人

関

・

役

職

産業技術総合研究所

エネルギー技術研究部門 研究グループ長
金原

勲

小林

康徳

金沢工業大学 高度材料科学研究開発センター 材料系 教授
宇宙科学研究所 名誉教授

武田 展雄

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

福田

東京理科大学 基礎工学部材料工学科 教授

博

事務局

財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構
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表2.3.2-2

次世代衛星基盤技術開発

高排熱型制御技術委員会開催実績

高排熱型熱制御技術委員会
平成15年9月12日 第１回 技術委員会。委員会設置、基盤技術の開発計画審議
平成16年3月8日 第２回 技術委員会。技術開発内容、開発状況、技術動向調査などの審議
平成16年10月1日 第３回 技術委員会。開発状況、技術動向調査などの審議
平成17年3月23日 第４回 技術委員会。熱解析モデル・部分実証モデルの開発状況、技術動向調査などの審議
平成17年9月15日 第５回 技術委員会。開発状況、高熱輸送技術・地上検証技術の開発、技術動向調査等の審議
平成18年3月27日 第６回 技術委員会。開発状況、高熱伝達ｼﾞｮｲﾝﾄ認定ﾓﾓﾃﾞﾙ､3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ認定ﾓﾃﾞﾙの開
発状況・地上試験事前検証ﾓﾃﾞﾙ、技術動向調査等の審議
平成18年11月17日 第７回 技術委員会。開発環境の変化、準天頂衛星の軌道上熱解析、構成要素の実装技術、高
熱伝達ｼﾞｮｲﾝﾄ検証ﾓﾓﾃﾞﾙ､・地上試験の評価等の審議
平成19年3月27日 第８回 技術委員会。今後の開発計画、準天頂衛星の軌道上熱解析、ヒートパイプ、婦高熱伝
達ｼﾞｮｲﾝﾄ検証ﾓﾓﾃﾞﾙの製造・試験､・組合せ適合試験の評価、技術動向調査等の審議
平成19年11月27日 第９回 技術委員会。開発状況、3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ検証ﾓﾃﾞﾙ製造前設計確認会兼用
平成20年4月16日 第10回 技術委員会。開発状況、3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ検証ﾓﾃﾞﾙの製作・試験(5kW排熱パネル)
平成20年10月29日 第11回 技術委員会。開発状況、3次元ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ検証ﾓﾃﾞﾙ品質確認審査会兼用
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表2.3.2-3

次世代衛星基盤技術開発

イオンエンジン技術委員会開催実績

イオンエンジン技術委員会
平成15年9月12日 第１回 技術委員会。委員会設置、基盤技術の開発計画審議
平成16年2月26日 第２回 技術委員会。技術開発内容、開発状況、技術動向調査などの審議
平成16年10月26日 第３回 技術委員会。開発状況、スラスタ／電源BBM試験結果、技術動向調査などの審議
平成17年1月31日 第４回 技術委員会。開発状況、特許活動、試験状況などの審議
平成17年3月24日 第５回 技術委員会。開発状況、ｽﾗｽﾀ／電源開発モデル試験結果、技術動向調査などの審議
平成17年9月14日 第６回 技術委員会。開発状況、開発モデル試験結果、今年度計画、技術動向調査等の審議
平成18年3月9日 第７回 技術委員会。開発状況、寿命評価モデルの試験結果、技術動向調査等の審議
平成18年11月21日 第８回 技術委員会。開発状況、今年度計画、認定検証モデル製作・試験計画等の審議
平成19年3月28日 第９回 技術委員会。開発状況、認定検証モデル試験結果、技術動向調査等の審議
平成19年12月13日 第10回 技術委員会。開発状況、スラスタ改修内容、技術動向調査等の審議
平成20年4月17日 第11回 技術委員会。開発状況、寿命評価試験結果、技術動向調査等の審議
平成20年10月22日 第12回 技術委員会。開発状況、摩耗評価試験経過、技術動向調査等の審議
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表2.3.2-4

次世代衛星基盤技術開発

測位用時刻管理技術委員会開催実績

測位用時刻管理技術委員会
平成15年9月16日 第１回 技術委員会。委員会設置、各基盤技術の開発計画審議
平成16年3月15日 第２回 技術委員会。技術開発内容、開発状況、技術動向調査などの審議
平成16年9月30日 第３回 技術委員会。開発状況、遅延・誤差要因の検討結果、技術動向調査などの審議
平成17年3月11日 第４回 技術委員会。開発状況、制御ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ、実験モデルでの検討結果などの審議
平成17年9月28日 第５回 技術委員会。開発状況、実現性評価結果、地上評価試験結果、技術動向調査等の審議
平成18年3月22日 第６回 技術委員会。開発状況、遅延モデル評価データ、測位精度評価結果等の審議
平成18年10月23日 第７回 技術委員会。開発状況、水晶発振器を用いた実験結果、技術動向調査等の審議
平成19年3月7日 第８回 技術委員会。開発状況、フィードバック制御試験結果、技術動向調査等の審議
平成19年11月13日 第９回 技術委員会。開発状況、シミュレーション条件・結果、GPS時刻の取得方法等の審議
平成20年3月5日 第10回 技術委員会。開発状況、GPS時刻取得高精度化の手順、技術動向調査等の審議
平成21年3月2日 第11回 技術委員会。開発状況、地上評価試験結果、ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ実証試験結果、技術動向調査等の審議
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表 2.3.2-5

次世代衛星基盤技術開発

技術委員会開催実績

大型構造体用複合材料技術委員会
平成15年9月12日 第１回 技術委員会。委員会設置、基盤技術の開発計画審議
平成16年2月24日 第２回 技術委員会。技術開発内容、開発状況、技術動向調査などの審議
平成16年9月24日 第３回 技術委員会。樹脂データ取得／熱伝導・熱変形錬成解析、技術動向調査などの審議
平成17年2月18日 第４回 技術委員会。開発状況、複合材料製造設計・大型構造体の一体成型技術などの審議
平成17年9月12日 第５回 技術委員会。開発状況、製品の視察、複雑構造体の成型技術、技術動向調査等の審議
平成18年3月14日 第６回 技術委員会。開発状況、セントラルシリンダ開発モデル＃２の成形解析評価、静荷重
試験、産業別複合材利用同行調査等の審議
平成18年11月14日 第７回 技術委員会。開発環境の変化、セントラルシリンダ認定モデルの設計、宇宙用複合材
利用動向調査等の審議
平成19年3月14日 第８回 技術委員会。開発状況、セントラルシリンダ認定モデルの製造・試験、ヒートパイプ
埋込パネル検証モデル製造試験、宇宙・航空・自動車・鉄道における複合材最新技術動向調査
等の審議
平成19年12月4日 第９回 技術委員会。開発状況、セントラルシリンダ検証モデルの製造前設計確認会兼用
平成20年3月21日 第10回 技術委員会。準天頂衛星構体系の製造分担及び試験フロー、複合材製造設計技術拡張
性、
平成20年10月29日 第11回 技術委員会。開発状況、セントラルシリンダ検証モデル品質確認審査会兼用
平成21年3月23日 第12回 技術委員会。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等の審議、設計
ツールのデモンストレーション
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３−Ｄ−３

成果、目標の達成度

1. 事業全体の成果
1.1 研究開発項目① 衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
本開発では、次世代衛星基盤技術開発の一環として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の高排熱要求が高くなってきていることから、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
組込んだ衛星構体の高排熱制御技術を 8 ヶ年計画で開発する。又、最終の 2 ヶ年度に
は準天頂測位衛星を用いた実証実験を実施する。

平成 15 年度は、従来の静止軌道と異なり、2 倍以上の排熱要求ならびに 10ｋＷ級の
発生電力である準天頂衛星の熱解析モデルの開発とその解析評価することにより、3 次
元ヒートパイプネットワークを組込んだ衛星構体の高排熱型熱制御システムの基本設
計要求と開発手法を定義し、その妥当性を評価すると共に、その構成要素と設計条件
を分析し、材料／部材レベルの試験を実施して基礎データを取得することにより、3 次
元ヒートパイプネットワーク構成技術の基本性能を評価した。
平成 16 年度は、前年度に開発した 3 次元ヒートパイプネットワークを組込んだ熱解
析モデルを用いて、衛星設計解析装置に組込みながら 3 次元ヒートパイプネットワー
ク技術の基幹技術である『全排熱面有効利用技術』の要求仕様の要求分析ならびに仕
様分析を実施した。また、開発する構成技術の設計仕様の設定と性能の妥当性を評価
するために、高熱伝達ジョイントならびに高熱輸送ヒートパイプの要素開発モデルの
設計・製作ならびにこれらを組合せた 3 次元ヒートパイプネットワーク開発モデルを
設計・製作して、開発モデルの設計妥当性と高排熱型衛星の地上検証試験技術の確立
を目的とした事前検証試験を実施し評価した。
従って、これまでの開発成果により、第１期の目標である準天頂衛星の排熱能力 5
ｋＷ以上を下記の条件の下で、太陽光照射面温度が 59℃において排熱能力 5545Ｗが得
られ達成することができた。
(1)放熱パネル ：太陽光照射面温度を 50〜60℃の範囲に制御
：非太陽光照射面温度を 35〜45℃の範囲に制御
(2)ヒートパイプ：単位質量当りの熱輸送能力 0.38Ｗm２/g 以上

平成 17 年度は、前年度の開発モデルによる事前検証試験の評価結果に基づき、3 次
元ヒートパイプネットワークの認定モデルを設計・製作し、認定試験を実施した結果、
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制御システムの基本仕様
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は妥当であることを確認した。併せて、本研究開発目標のベースとなる全排熱面の有
効利用技術システム仕様を制定することができた。
平成 18 年度は、各開発技術アイテムに対して設計・製作した各検証モデルによる検
証試験結果により、これらの実現性をさらに裏付けるデータを得ることができた。ま
た、これらの製品の設計および製造プロセスを含むフライト品質が確立できているこ
とを検証することができた。
さらに、これらの貴重なデータを評価した結果、これまでの開発設計および各構成
技術については開発する実装技術のプロセスの妥当性が示され、これまでの開発の方
向性も含めて、妥当性を示すことができた。
また、平成 19 年度は、開発モデル，認定モデルおよび検証モデルと段階的に 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ブラッシュアップ
として、熱解析モデル化技術の体系化を進めてフライトレベルの詳細設計温度予測が
可能なモデルを構築することができた。また、当該熱数学モデルにより軌道上におけ
る熱設計の妥当性が確認できた 3 次元ヒートパイプネットワークシステムの検証モデ
ル（排熱能力 5ｋＷ以上確認用）の製作および地上試験による実証を行なうことがで
きた。また、同時に同様の使用による検証モデル（フライト品）の製造を着手するこ
とができた。
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
て準天頂測位衛星の 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。
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1.2 研究開発項目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
ンの技術開発を行う。7 年計画の前期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、実現の見通しを得る。中期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る。後期では寿命の実現性を地上試験で実証する。
平成 15 年度では次世代衛星に適したイオンエンジン方式（ホール型スラスタ）を選
定し、複数のスラスタ本体の設計・試作・試験・比較評価を行った。高電圧電源に関
しては電子回路方式の選定等からスラスタに適した設計を行い、必要な二種類の高電
圧電源の部分試作、試験、評価を行った。
平成 16 年度には前年度の結果をベースとしてスラスタ本体の開発を行うと供に、大
電流電子源の開発を行い、スラスタとして推力、比推力の目標値を得る見通しを得た。
高電圧電源に関してはスラスタを駆動するための全電源を有する電源ユニットを開発
し、スラスタと組み合わせて動作を確認した。
平成 17 年度には前年度の結果をベースとしてスラスタ及び電源の寿命評価モデルを
製作し、単体での試験を実施した。スラスタの単体試験で目標値を超える性能が得ら
れていることを確認し、さらに機械環境試験を実施し、十分な耐性を有していること
を確認した。また電源の単体電気試験結果としてはアノード電源の電力変換効率とし
て 94.5%が得られ、
電源全体の効率として目標の 90%以上を達成する見込みが得られた。
平成 18 年度ではスラスタとしては認定検証モデルの製作・試験を行い、目標値を超
える性能が得られていることを確認し、機械環境試験でも十分な耐性を有しているこ
とを確認した。さらに、プルーム測定及びコンタミネーション測定を行った。また電
源としては前年度製作した寿命評価モデルの性能試験、熱真空試験、機械環境試験を
実施（モジュールとしてγ線照射試験を実施）し、特に問題ないことを確認した。さ
らにスラスタと電源の寿命評価モデルの組合せ試験を実施し、目標性能を満足してい
ることを確認した。
平成 19 年度では電源の単体での認定検証モデルの製作・試験を実施し、トータルの
電力変換効率 94.5%、質量 11.9kg の値が得られ、海外の同クラスのスラスタ電源と比
較しても、同等以上の性能が得られた。また前年度製作・試験を実施したスラスタの
認定検証モデルと電源の認定検証モデル及び流量調整器、圧力調整器などを組合せ、
イオンエンジンシステム総合試験を実施し、供給電力 4.63kW、スラスタ流量 150sccm、
アノード電圧 300V の動作点において、推力 251.8mN、比推力 1,697 秒が得られ、目
標値を満足していることを確認した。
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一方、寿命評価モデルを使用して、寿命評価試験を開始した。寿命評価試験におい
てはチャネル（セラミック材）の予想以上の摩耗量により、動作時間 700 時間経過時
点での結果から目標の 3,000 時間に達成しないと判断し、試験を中断し、寿命に対す
る対策の検討を行った。
平成 20 年度は昨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 倍近くに抑えられるセラミック材
（BN）が見つかった。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、今
後寿命試験を実施し 3,000 時間以上のスラスタ寿命の検証を行っていく。

1.3 研究開発項目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測位衛星を用いた実証実験（準天頂測位衛
星システム地上検証試験実証を含む）を行う。
平成 15 年度ではシミュレーションのための各種モデル化（軌道計算、対流圏遅延、
電離層遅延、その他の遅延原因）を行い、地上実験モデル（主にアップリンク系）の
整備を行った。また、これらの動作確認を実施した。
平成 16 年度では、シミュレーションとして水晶発振器のモデル化および制御法と各
種遅延モデルを組み合わせ、全体としての閉ループを構成し、実際に擬似時計技術に
より地上局原子時計に搭載水晶発振器が同期することを確認した。また、地上実験モ
デルの各機器の動作を確認した。静止衛星実験準備のための機器を整備した。
平成 17 年度では L1/L2 測位信号を使ったフィードバックアルゴリズムと停波時の簡
単な制御アルゴリズムを開発した。地上実験モデルを使って L1 測位信号を使ったフィ
ードバックアルゴリズムと停波時の簡単な制御アルゴリズムを検証した。静止衛星実
験の準備として、実験局の免許を取得し、高仰角の静止衛星（JCSAT-1B）までの往復
通信にかかる時間を計測した。
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平成 18 年度では L1/L2/L5 測位信号を使ったフィードバックアルゴリズムを開発し
た。地上実験モデルを用いて L1/L2 測位信号を使ったフィードバックアルゴリズムを
検証した。静止衛星（JCSAT-1B）を用いて擬似時計制御アルゴリズムの検証を行った。
地上局構成機器（主局）・その検証装置・搭載ソフトウェア（EM 相当）の製作を行っ
た。
平成 19 年度では、GPS 衛星からの測位信号や測位情報を用いてこれを擬似時計技術
に応用できないかを検討した。また、搬送波位相を用いることによる効果について検
討した。地上局構成機器（主局）およびその検証装置の動作確認、地上局構成機器（副
局）の製作を行った。また、一部機器の他機関開発機器との噛合せ試験を実施した。
低仰角の静止衛星（Intelsat-4）への通信実験を行った。
平成 20 年度では、運用時に測位信号がいくつか受からない場合を想定して、擬似時
計に用いる測位信号のプライオリティを検討した。地上局構成機器を用いて、フィー
ドフォワード・フィードバック・停波時の動作試験を実施した。搭載ソフトウェア（FM
相当）を製作・試験した。他機関開発の装置とかみ合わせて、インタフェース試験・
適合性試験・熱真空試験を実施した。静止衛星（Intelsat-4）を用いて、擬似時計制
御が低仰角でも実施できることを確認した。ただし、降雨減衰の影響が大きいことも
わかった。
これらの開発を進め、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により、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。また、地上局で用いる装置開発により、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ていることを確認した（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）。さらに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ていることを確認した。（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）
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1.4 研究開発項目④ 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
次世代を担う衛星に必要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。8 ヶ年計画の前半では、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、各開発技術を
組合せて実機衛星模擬の地上検証試験を実施する。又、最終の 2 ヶ年度には準天頂測
位衛星を用いた実証実験を実施する。
8 ヶ年計画のうち、平成１５年度は製造設計技術の基本構想検討を実施し、製造設計
技術の基本仕様と材料データベースの構築を行った。一体成形技術に関しては、要素
技術の開発を実施し、高さ１ｍ程度の要素技術評価モデルの試作を行った。異種材料
成形技術に関しては、要素技術の開発を実施し、１平方メートル程度の要素技術評価
モデルの試作を行い、線熱膨張率 5.7ppm/K を達成した。
平成１６年度は製造設計技術のアルゴリズム検討を実施し、基本的な解析アルゴリ
ズムを構築した。一体成形技術に関しては、開発モデル＃１として要素技術の複合化
を行い、高さ 2.4ｍのシリンダを試作した。異種材料成形技術に関しては、実機にて必
須な構造部材としてダブラの線熱膨張を検討し、１平方メートル程度の部分モデルの
試作にて、線熱膨張率 3.1ppm/K を達成した。また、これらの技術を用いることにより
衛星構体の重量を 10％削減する見通しを得た。
平成 17 年度は成形装置内部での成形体温度分布の履歴を評価できる実用的なモデル
を構築することにより、
平成 16 年度に構築した製造設計技術のアルゴリズムを更新し、
実験との比較評価により、モデルおよび製造設計ツールの有効性を検証した。また、
成形装置内での供試体の熱歪みを FBG 光ファイバセンサによりリアルタイムモニタし、
プリプレグ内での温度変化の影響を除去して検出する手法を確立し、セントラルシリ
ンダ開発モデル＃２の成形において実測を行い、解析的な予測値と対応する結果が得
られた。一体成形技術に関しては、平成 16 年度に製作した開発モデル#1 に対して静荷
重試験を実施し、大型複雑形状に対する製造技術の妥当性を確認した。また、さらな
る製造規模拡大技術の開発を図るべく、開発モデル＃２（直径 1.3m×高さ 3.8m で 1194
型 PAF との I/F 部を有する。）を製作し、静荷重試験により開発の妥当性を確認した。
異種材料成形技術に関しては、アンモニアガスを封入していないダミーのアルミヒー
トパイプ※2 を埋め込み、2m 角程度の実機相当サイズに拡大した開発/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、
認定モデルの設計技術と製造技術の妥当性を確認することが出来た。
平成 18 年度は製造設計技術のアルゴリズムに新たな解析技術を追加し拡張し、その
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評価として要素部材試作を行うことにより解析結果との比較検証を行い、本開発ツー
ルによって熱構造特性を予測できることを確認した。一体成形技術に関しては、平成
17 年度までに確立した大型一体成形構造の製造技術に対して、衛星実機相当の各種イ
ンタフェースを反映し、開発モデル＃２と同等の大きさの認定モデルの設計・製作を
行い、認定モデルに対して静荷重試験を実施し、これらのインタフェース部の設計・
製造技術の妥当性を確認した。異種材料成形技術に関しては、当該技術開発の最終年
度として、アンモニアガスを封入した実機用ヒートパイプ※2 および他構造との締結用
金具を埋め込み、また、実機パネルで外部から作用する荷重に対し強度補強のために
貼付されるダブラが熱応力の観点では逆に応力を高める要因にも成り得ることを考慮
してダブラを貼付した 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
おいて破壊しなかったことから、検証モデルの設計技術と製造技術の妥当性を確認す
ることが出来た。
平成 19 年度の製造設計技術については、これまでに開発してきたアルゴリズムを具
備する製造設計ツールを用いて、前年度に一体成形技術にて製作した認定モデルに対
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、アルゴリズムの高度化を
図った。一体成形技術に関しては、平成 18 年度までに確立した大型一体成形構造の製
造技術を用いて、安定した製造品質の大型一体成形構造、即ち、認定モデルと同等設
計となるセントラルシリンダ検証モデルのブランクシリンダを製作した。
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。
※2 将来の高熱輸送性能の向上を視野に入れて、現状の 2 倍の断面積を有するコン
フィギュレーションとした。
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2．研究開発項目毎の成果概要
2.1 研究開発項目①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
2.1.1 目標の達成度
衛星構体の高排熱型熱制御技術開発に関する全体目標は、本熱制御技術を開発する
ことにより熱制御能力の観点から、国際市場で流通する海外商用衛星と同等以上の機
器搭載能力を有する熱制御システムを開発することである。
そこで、具体的な開発ターゲットとしては、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、さらに静止衛星よりも厳しい軌道上熱環境におい
ても、同規模の海外商用衛星における排熱能力の 125％以上である 5kＷ以上の排熱能
力が必要な準天頂衛星の要求仕様に基づく、衛星構体の熱制御システムを開発する。
この開発成果により、大型商用衛星の国際市場要求に応えることが可能な次世代型大
型通信衛星の高排熱型熱制御技術を実現するという本研究開発の目標を達成すること
ができる。
本研究開発では衛星の排熱能力目標 5ｋＷ以上を実現するため、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および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技術を開発する。この中で第１期目標は、準天頂
衛星の排熱能力 5ｋＷ以上を下記の条件の下で達成することである。
(1) 放熱パネル ：太陽光照射面温度を 50〜60℃の範囲に制御
：非太陽光照射面温度を 35〜45℃の範囲に制御
(2) ヒートパイプ：単位質量当りの熱輸送能力 0.38Ｗm２/g 以上
第１期では、下記の研究開発を行ない、十分に第１期目標を達成できたと判断して
いる。
(1) 準天頂衛星の排熱要求に必要な設計パラメータと要求値の分析
(2) 3 次元ヒートパイプネットワーク熱制御方式の実現に必要な構成技術と構成要素
の分析
(3) 部品材料レベルから 3 次元ヒートパイプネットワークレベルまでの各種開発モデ
ルによる開発試験と評価
(4) 開発試験によりその妥当性が裏付けられた 3 次元ヒートパイプネットワークを組
込んだ準天頂衛星の熱解析モデルを開発
(5) 開発試験により検証された 3 次元ヒートパイプネットワークの基幹部分であるジ
ョイント部の熱伝達性能及び連結ヒートパイプの熱輸送能力とこれらを組合せ
た際の熱的性能評価本研究開発の第１期目標に対する達成度を表 2.1.1-1 に示す。
引き続いて設定した第 2 期目標は、第１期で開発した技術を用いて 3 次元ヒートパ

46

イプネットワーク構成技術ならびに地上検証試験技術の手法を開発し、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。本目標は、下記の条件の下で
達成することである。
(1) 放熱パネル ：太陽光照射面温度を 50〜60℃の範囲に制御
：非太陽光照射面温度を 35〜45℃の範囲に制御
(2) ヒートパイプ：単位質量当りの熱輸送能力 0.38Ｗm２/g 以上

第 2 期においても第 1 期に引き続いて下記の研究開発を行ない、設定した第 2 期
目標を達成できたと判断している。

(1) 全排熱面有効利用技術の設計仕様の制定
(2) 次世代高排熱型衛星構体の詳細熱解析モデル構築
(3) 3 次元ヒートパイプネットワーク熱解析モデルによる熱制御性能評価
(4) 3 次元ヒートパイプネットワークおよびその構成技術の認定および検証モデルの
設計および製作・試験
(5) 高熱伝達ジョイント／高熱輸送ヒートパイプの認定および検証モデルの製作・試
験と両者の組合せによる適合性確認
(6) 地上検証試験技術の要求仕様の制定と検証計画と詳細手順の制定
(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
(8) 製作した検証モデルによる 5ｋＷ排熱能力の実証

本研究開発の第 2 期目標に対する達成度を表 2.1.1-2 に示す。
また、本成果の 8 ヶ年全体の最終目標に対する地上検証における達成度は、100％で
ある。今後準天頂測位衛星を用いた実証試験を実施する。
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表 2.1.1-1 第１期中間目標に対する達成度
目標項目

成果

(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
準天頂衛星の排熱能
構成技術と構成要素の分析を実施した。
力 5kＷ以上を実現す
る。
(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。
≪主目的≫

(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 0.45Ｗm ２ /g
以上を有するヒートパイプを使用できる。

≪制約条件≫

(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。

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
(6) 以上の成果を準天頂衛星に応用することによ
位質量当りの熱輸送
り、第１期目標である準天頂衛星の要求排熱能
能力が 0.38Ｗm２/g
力 5kＷ以上の 5545Ｗを実現することができる。
以上であること。
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達成度
達成

表 2.1.1-2

第 2 期最終目標に対する達成度

目標項目

成果

(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
3 次元ヒートパイプネ
た。
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 (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
上の実現性を地上試
映した次世代高排熱型衛星構体各部の熱解析モ
験で実証する。
デルを構築した。
≪主目的≫

(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。

≪制約条件≫

(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

太陽光が照射される
(5)高熱輸送ヒートパイプおよび高熱伝達ジョイン
パ ネ ル 温 度 は 50 〜
ト認定モデルによる試験の結果に基づき、検証モ
60℃、太陽光の入射が
デルの設計・製作及び試験を実施した。その結果
無 い パ ネ ル は 、 35 〜
に基づき、検証モデルを製作し両者の組合せによ
45 ℃ の 範 囲 に 保 持 さ
る適合性を確認した。
れること。及びヒート
パイプについては単
(6)認定および検証モデルによる地上試験結果に基
位質量当りの熱輸送
づき、地上検証試験技術の要求仕様の制定と検証
能力が 0.38Ｗm２/g
計画とその詳細手順を制定した。
以上であること。
(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。
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達成度
達成

2.1.2 成果概要
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 ヶ年で開発する。
3 次元ヒートパイプネットワーク導入のメリットは、衛星構体の規模を維持しながら
排熱能力の向上が図れることである。これは従来の衛星で既に実用化されている 2 次
元ヒートパイプネットワークを有する機器搭載パネルをヒートパイプにより熱的に複
数結合することで、軌道上において太陽光が照射している高温側の熱を非照射側の低
温側パネルへの輸送を可能にすることである。このシステムを実現することにより、
単独のパネル幾何形状寸法で制約を受ける放熱面積以上の放熱能力を確保することが
可能となる。併せて、機器搭載パネルを所定の温度範囲に制御した上で発熱機器の高
密度実装を可能とする。また、衛星のシステム熱制御の観点からのメリットとして、
ヒートパイプによりパネル間を連結することで高温側の熱の余剰分を低温側に輸送で
きるため、従来低温側パネルの低温維持のために消費していたヒータ電力の大幅な削
減を実現できることである。少なくとも、数百Ｗオーダでのヒータ消費電力の削減を
可能にするため、システム電力リソースの削減に多大な寄与を可能とする。
本研究開発の成果は、衛星の熱制御技術の観点から準天頂衛星をはじめとする次世
代の大型衛星の開発にタイムリーに反映することができるだけでなく、従来衛星の規
模が排熱能力に依存している現状の問題点を踏まえ、衛星規模の拡大を行なうことな
く衛星の排熱能力を引上げることが可能となる。また、本成果により国内外の衛星市
場に参入することによるビジネスチャンスが期待できることからも開発の大きな意義
がある。その意味で、平成 15 年度から 8 ヶ年計画で進めていた本研究開発の全期間に
わたる成果について以下に述べる。なお、本研究開発は、大きく前半の第 1 期と後半
の第 2 期に分けられる。
平成 15 年度は、従来の静止軌道と異なり、2 倍以上の排熱要求ならびに 10ｋＷ級の
発生電力の規模を有する準天頂衛星の熱解析モデルの開発とその解析評価を実施する
ことにより、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型熱制御シ
ステムの基本設計要求と開発手法を定義し、その妥当性を評価すると共に、その構成
要素と設計条件を分析し、材料／部材レベルの試験を実施して基礎データを取得する
ことにより、3 次元ヒートパイプネットワーク構成技術の基本性能を評価した。
また、平成 16 年度は、前年度に開発した 3 次元ヒートパイプネットワークを埋込ん
だ熱解析モデルを用いて、衛星設計解析装置に組込みながら 3 次元ヒートパイプネッ
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トワーク技術の基幹技術である『全排熱面有効利用技術』の要求仕様の要求分析なら
びに機能分析を実施し、その上でその妥当性を確認するための熱解析モデルを作成し、
解析により準天頂衛星のシステム要求仕様の成立性を確認することができた。また、
開発する構成技術の設計仕様の設定と性能の妥当性を評価するために、高熱伝達ジョ
イントならびに高熱輸送ヒートパイプの要素開発モデルの設計・製作ならびにこれら
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を設計・製作して、開発モデ
ルの設計妥当性と高排熱型衛星の地上検証試験技術の確立を目的とした事前検証試験
を実施し評価した。
従って、これまでの開発成果により、第１期の目標である準天頂衛星の排熱能力
5ｋＷ以上を下記の条件の下で、太陽光照射面温度が 59℃において排熱能力 5545Ｗが
得られ達成することができた。
(1)放熱パネル ：太陽光照射面温度を 50〜60℃の範囲に制御
：非太陽光照射面温度を 35〜45℃の範囲に制御
(2)ヒートパイプ：単位質量当りの熱輸送能力 0.38Ｗm２/g 以上

引き続き第 2 期では、以下に示す成果を得ることができた。

平成 17 年度は、前年度の開発モデルによる事前検証試験の評価結果に基づき、3 次
元ヒートパイプネットワークの認定モデルを設計・製作し、認定試験を実施した結果、
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制御システムの基本仕様
は妥当であることを確認した。併せて、本研究開発目標のベースとなる全排熱面の有
効利用技術システム仕様を制定することができた。
平成 18 年度は、各開発技術アイテムに対して設計・製作した各検証モデルによる検
証試験結果により、これらの実現性をさらに裏付けるデータを得ることができた。ま
た、これらの製品の設計および製造プロセスを含むフライト品質が確立できているこ
とを検証することができた。
さらに、これらの貴重なデータを評価した結果、これまでの開発設計および各構成
技術については開発する実装技術のプロセスの妥当性が示され、これまでの開発の方
向性も含めて、妥当性を示すことができた。
また、平成 19 年度は、開発モデル，認定モデルおよび検証モデルと段階的に 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ブラッシュアップ
として、熱解析モデル化技術の体系化を進めてフライトレベルの詳細設計温度予測が
可能なモデルを構築することができた。また、当該熱数学モデルにより軌道上におけ
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る熱設計の妥当性が確認できた 3 次元ヒートパイプネットワークシステムの検証モデ
ル（排熱能力 5ｋＷ以上確認用）の製作および地上試験による実証を行なうことがで
きた（図 2.1-1）参照。また、同時に同様の使用による検証モデル（フライト品）の
製造を着手することができた。
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
て準天頂測位衛星の 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、無事に準天頂測位衛星初号機システムへ引き渡すことができ
た。
ヒートパイプ
レイアウト独立部分

高熱伝達ジョイント(片面 6 箇所)

南北連結ヒートパイプ(6 系統)

ヒートパイプパネル(南面)

ヒートパイプパネル
(北面)

(3560)

(3030)

(2360)
(2360)

（熱真空試験治具(架台は除く)）

図 2.1-1 3 次元ヒートパイプネットワーク検証モデル

2.1.3 特許・投稿論文
(1) 特許
「出願済」

１ 件、

｢登録｣

０件、

０ 件、

｢その他｣

６件

(2) 投稿論文
｢査読付き｣
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｢実施｣０件

2.2

研究開発項目 ② 次世代イオンエンジン技術開発

2.2.1 目標の達成度
次世代イオンエンジンとしてホール型イオンエンジンを選定し、次世代衛星用スラ
スタの最終目標である電源入力 5kW 以下で、推力 250mN 以上、比推力 1,500 秒以上の
実現性に関しては、スラスタ及び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の結果、電源入力 4.63kW において（1）推力 251.8mN を
実測し、（2）比推力 1,697 秒を確認した。また、（3）寿命 3,000 時間以上の実現性
を地上検証試験で実証することに関しては、平成 19 年度に実施した寿命試験において
700 時間まで実施したが、チャネル（セラミック材）の摩耗量が予想以上に多く、この
ままでは 3,000 時間の目標を達成しないと判断し、寿命試験を中断した。その後、磁
気シールドの追加及びセラミック材の選定などの検討・見直しを行い、各々の評価試
験を実施した。評価試験の結果、磁気シールド追加によって摩耗が低減されることが
確認され、またセラミック材の摩耗評価試験では現在使用しているセラミック材より
も約 3 倍の寿命が見込まれるセラミック材が選定された。これらの評価試験結果等を
反映し、スラスタの改修を行い、今後、平成 21 年度にかけて地上検証試験として寿命
評価試験を実施し、寿命 3,000 時間以上を実証していく必要があるが、磁気シールド
追加による効果、セラミック材の摩耗評価試験結果等から寿命目標である 3,000 時間
以上の達成見込みは得られたと考えている。（今後は寿命 3,000 時間の地上検証試験
を実施するのみと考えている）
表 2.2-1 に宇宙産業プログラム評価検討会時点の達成表を示す。推力、比推力目標
の達成、寿命 3,000 時間以上の達成見込みを得たことから、最終目標に対する達成度
は 80％程度である。
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表 2.2-1 宇宙産業プログラム評価検討会時点の達成表
目標値
・推力

成

果

達成度

スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用したイ 達成

投入電力 5kW 以下 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
で推力 250mN 以上 が 4.63kW で、251.8mN の推力を実測し、目標を達成して
の 実 現 性 を 実 証 いることを実証した。(図 2.2-1 図参照)
する。
・比推力

スラスタと高電圧電源の認定検証モデルを使用したイ 達成

投入電力 5kW 以下 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
で比推力 1500sec が 4.63kW での測定推力と供給推進剤量から 1,697 秒の比
以 上 の 実 現 性 を 推力を確認し、目標を達成していることを実証した。(図
実証する。
・寿命 3,000 時間

2.2-2 参照)
磁気シールド追加効果確認試験結果及びセラミック材 達成

以 上 の 実 現 性 の の部品評価試験結果などを反映することにより、寿命
見込みを得る。

3,000 時間以上の実現性を実証できる見込みを得ている。
今後平成 21 年度まで継続実施する寿命試験において
3,000 時間以上の実現性を実証していく。
改修後の寿命評価モデル及び噴射状況を図 2.2-3 に示
す。
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図 2.2-1 入力電圧対推力特性

図 2.2-2 入力電圧対比推力特性
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図 2.2-3 スラスタ改修摩耗評価モデル及び噴射状況

2.2.2 成果概要
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
ンの技術開発を行う。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、実現の見通しを得る。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る。後期（平成
22 年度まで）では寿命の実現性について実証を行う。
・平成 15 年度では次世代衛星に適したイオンエンジン方式としてホールスラスタを
選定し、複数のスラスタ本体の設計・試作・試験・比較評価を行った。高電圧電源に
関しては電子回路方式の選定等からスラスタに適した設計を行い、必要な二種類の高
電圧電源の部分試作、試験、評価を行った。
・平成 16 年度には前年度の結果をベースとしてスラスタ本体の開発を行うと供に、
大電流電子源の開発を行い、スラスタとして開発モデルの製作・試験を行い、推力、
比推力の目標値を得る見通しを得た。高電圧電源に関してはスラスタを駆動するため
の全電源を有する電源ユニットを開発し、スラスタと組み合わせて動作を確認した。
・平成 17 年度には前年度の結果をベースとしてスラスタ及び電源の寿命評価モデル
を製作し、単体での試験を実施した。スラスタの単体試験として目標値を超える性能
が得られていることを確認し、さらに機械環境試験を実施し、十分な耐性を有してい
ることを確認した。また電源の単体電気試験結果としてはアノード電源の電力変換効
率として 94.5%が得られ、電源全体の効率として目標の 90%以上を達成する見込みが得
られた。
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・平成 18 年度ではスラスタとしては認定検証モデルの製作・試験を行い、目標値を
超える性能が得られていることを確認し、機械環境試験でも十分な耐性を有している
ことを確認した。さらに、プルーム測定及びコンタミネーション測定を行った。また
電源としては前年度製作した寿命評価モデルの性能試験、熱真空試験、機械環境試験
を実施（モジュールとしてγ線照射試験を実施）し、特に問題ないことを確認した。
さらにスラスタと電源の寿命評価モデルの組合せ試験を実施し、目標性能を満足し
ていることを確認した。
・平成 19 年度では電源の単体での認定検証モデルの製作・試験を実施し、トータル
の電力変換効率 94.5%、質量 11.9kg の値が得られ、海外の同クラスのスラスタ電源と
比較しても、同等以上の性能が得られた。また前年度製作・試験を実施したスラスタ
の認定検証モデルと電源の認定検証モデル及び流量調整器、圧力調整器などを組合せ
たイオンエンジンシステム総合組合せ試験を実施し、供給電力 4.63kW、スラスタ流量
150sccm、アノード電圧 300V の動作点において、推力 251.8mN、比推力 1697 秒が得
られ、目標値を満足していることを確認した。
一方、寿命評価モデルを使用して、寿命評価試験を開始した。寿命評価試験におい
てはチャネル（セラミック材）の予想以上の摩耗量により、動作時間 700 時間程度の
結果から目標の 3,000 時間に達成しないと判断し、試験を中断し、寿命に対する対策
の検討を行った。
・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。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、今後寿命
試験を実施し 3,000 時間以上の寿命の検証を行っていく。

2.2.3 特許・投稿論文
(1) 特許
｢出願済｣

20 件（うち国際出願５件）、

(2) 投稿論文
｢査読付き｣ 3 件、

｢その他｣ 35 件
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｢登録｣

０件、

｢実施｣０件

2.3 研究開発項目③ 測位用擬似時計技術開発
2.3.1 目標の達成度
測位用擬似時計技術開発に関する目標「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
×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。実現性の確認、準天頂測位衛星を用いた実証実験（準天頂測位衛星システム地
上検証試験実証を含む）に関しては事後評価対象とする。」に関しては、(1) 3 周波の
測位信号を考慮した擬似時計制御シミュレーション、(2) 地上局実験機器を用いた他
機関の機器との噛み合わせ試験を含む地上実験、(3) 静止衛星を用いた擬似時計実験
などにより、目標を達成したと判断する。 表 2.3.1-1 に宇宙産業プログラム評価検
討会時の達成表を示す。

解析シミュレーションおよび実験モデルでの同期精度目標を達成したことにより、全
体目標に対する達成度は６５％程度と考えている。

表 2.3.1-1 宇宙産業プログラム評価検討会時の達成表
目標値

成果

達成度

擬似時計システム構

(1) 実際の準天頂衛星で送信される L1, L2, L5 帯の測位信

達成

成機器を使った地上

号を使った擬似時計アルゴリズムを開発し、2 ns 以下

評価試験及び静止衛

で同期できる見通しが計算機シミュレーションで得ら

星を用いたアルゴリ

れた。

ズム実証試験により、 (2) 地上局で用いる装置を開発し、その装置を用い、フィー
擬似時計時刻に関し

ドフォワード制御・フィードバック制御を含む

て準天頂衛星システ

End-to-end シミュレーションを行い，１）誤差がない

ム時刻への同期精度

場合，２）数ｍ以上の軌道に誤差がある場合，について

10ns 以上実現性の見

検討し，いずれの場合も 10ns 以内の同期精度が得られ

込みを得ていること

ている（準天頂衛星の軌道を模擬したものでなく、Ｌ１

を確認する。

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。
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100,000 秒以上におけ (1) フィードフォワード実験で、24 時間の実験を行い、最
る長期安定性１×

達成

大誤差 2 ns で同期させている。アラン標準偏差では

-13

10 以上の確保及び

15000 秒で 1.4×10-14 となるが、24 時間（86400 秒）で

擬似時計システム構

最大誤差 2 ns なので、86400 秒で 2.3×10-14 程度と推定

成の実現性の見込み

される。

を得ていることを確
認する。

2.3.2 達成概要
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 4〜6 年目では、より実際の準天頂衛星に近いモデル化、地上
局装置の開発およびそれを用いた擬似時計技術の地上実証進め、実現の見通しを得る。
さらに静止衛星を用いて、実際の宇宙空間を通した場合の問題点を明らかにした。

地上局（主局用・副局用）で使用する機器とその評価用装置の写真を図 2.3.2-1 に
示す。

Meteorological
Observation
Equipment (MOE)

GPS-Time
Synchronizer
(GPSTS1)

MINI-OCXO

QZSS/GPS Receiver
(QZSSREC)

1.5 s pulse
generator (PG)

RESSOX Control
Signal Transmitter
(RCST)

Simulator of onboard
time comparison unit
(TCUSIM)

Frequency
Transformer
(FT)
Uplink delay
simulator (UDS2)

図 2.3.2-1 地上局装置とその評価装置．
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これらの機器を用いて擬似時計実験を行った。まず、フィードフォワード実験を 24
時間実施した。その結果を図 2.3.2-2 に示す。全体で 2 ns 以内で同期が実現できてお
り、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

Sync Error (ns)

誤差 2 ns なので、86400 秒で 2.3×10-14 以下の安定度と推定される。

3
2
1
0
-1
-2
-3
0

6

12

18

Elapsed Time (h)
図 2.3.2-2 フィードフォワード実験の結果．

2.3.3 特許・投稿論文
(1) 特許
｢出願済｣

2 件、

｢登録｣

０件、

(2) 投稿論文
｢査読付き｣

11 件、

｢その他｣

55 件
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｢実施｣０件

24

2.4 研究開発項目 ④ 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
2.4.1 目標の達成度
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の第 1 期目標である CFRP 構
造体の使用条件および製造条件による熱特性、成形歪の解析シミュレーションツール
の開発を実施した。また、一体成形技術として、精密な複合材料製大型構造体(約１立
方 m)として、直径 1.3m×高さ 2.4m の開発モデル＃１の試作を行い、一体成形技術の
開発を行った。異種材料間の接合面を有する複雑構造体の製造設計技術においては、
異なる材料による接合部を有するパネル(約１平方 m)の試作を行い、使用温度範囲
-30℃〜+70℃において、熱歪みによる破壊は確認されなかった。線熱膨張率の測定に
おいては、5ppm/℃以下の目標を達成している。これらの技術を用いることにより衛星
構体の重量を 10％削減する見通しが得られた。
以上により、各アイテムとも第 1 期目標を達成したと判断する。
尚、研究開発全体に対する 8 か年計画の 3 年目時点での目標達成度は、
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に関しては、衛星構体製
造設計技術への適用の観点では 70〜80％の目標達成度であり、一般産業界への適
用を視野に入れると 50％強の目標達成度となる。
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に関しては、最終目標で
ある実機セントラルシリンダ（高さ 3.8ｍ）に対して、開発モデル＃１（高さ 2.4
ｍ）の試作を達成していることから、2.4／3.8≒63％の目標達成度となる。
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に関しては、最終目標
である実機異種材料パネル（２ｍ角）に対して、部分モデル（１ｍ角）の試作に
おいて 5ppm/℃以下の線熱膨張率を達成していることから、50％の目標達成度とな
る。
表 2.4.1-1 に第 1 期中間目標に対する達成表を示す。
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表 2.4.1−1 第 1 期中間目標に対する達成表
第 1 期中間目標に対する達成度は下表の通りであり、全ての目標項目を達成している。
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 解析ツールの作成に必要となる材料デー
造条件（材料の種類、温度条件 タベースと、本解析ツールの基本部分を
等）による熱特性、成形歪の解 作成し、解析を実施した。

達成

析シミュレーションツールを開
発すること。

(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 精密な複雑形状を有する構造体( 直径
製大型構造体の一部分をなす構 1.3m×高さ 2.4m)を一体成形にて試作し、

達成

造体(約 1m 立方)の開発及び試 試作後の外観検査において問題のないこ
作を行うこと。

とを確認した。

(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
異なる材料による接合部分を有 試作した供試体の実測により
するパネル構造体(約 1m 立方) 線熱膨張率測定値 3.1ppm/℃
において、使用温度範囲-30℃〜 (解析値 3.3ppm/℃)を達成した。
+70℃において熱歪みによる破 -40℃〜+80℃の熱サイクル試験において 達成
壊を生じないこと及びパネルの も熱歪みによる破壊は生じていないこと
少なくとも一方向の線熱膨張率 を確認した。
が 5ppm／℃以下であること。

(4)衛星構体の軽量化
上記の開発技術を利用すること 試作した一体成形技術の結果及び異種材
により衛星構体について 10％以 料成形技術等の結果から衛星構体につい 達成
上重量を削減する見通しを得 て 10％以上の重量削減が達成可能との見
る。

通しを得た。
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尚、上記における一体成形技術においては開発品目を一体成形シリンダとしたため、
１ｍ立方の開発品相当として、直径 1.3ｍ×高さ 2.4ｍ（１立方ｍ以上サイズ）の供試
体を開発した。異種材料接合技術の開発としては、各パネル単体の線熱膨張率と熱歪
みによる破壊抑制のみが開発課題であるため、不必要な要素を構築するコスト上昇を
避けるため、1 平方メートルの異種材料接合部を有するパネル供試体を開発した。
本技術開発の第 2 期目標である CFRP 構造体の使用条件および製造条件による熱特性、
成形歪の解析シミュレーションツールの開発を実施し、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。また、一体成形技術として、精密な複雑形状を有する複合材料製大型構
造体（CFRP シリンダ、直径 1.3m×高さ 3.8m)の設計・製造技術を開発し、開発モデル・
認定モデル・検証モデルの製作・検査・試験（衛星の打上げ環境を考慮した静荷重試
験と音響試験）を実施して、開発した技術が衛星実機に適用し得ることを確認した。
異種材料間の接合面を有する複雑構造体の製造設計技術においては、異種材料による
接合部を有するパネル(約２平方 m)の検証モデルの試作を行い、使用温度範囲-40℃〜
+80℃において、熱歪みによる破壊を生じることなく、線熱膨張率は 5ppm/℃以下の目
標を達成した。これらの技術を利用することにより衛星構体の重量を 10％以上削減す
る見通しが得られた。
以上より、各アイテムとも第 2 期目標を達成したと判断する。

研究開発全体に対する 8 か年計画の 6 年目終了時点での目標達成度は、
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に関しては、衛星構体製
造設計技術への適用の観点では 100％の目標達成度である。一般産業界への適用を
視野に入れると 80％強の目標達成度となる。
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に関しては、3.8m×1.3m
径のセントラルシリンダの製造技術を確立した※1。らに、衛星構体重量削減目標
10%以上に対して、本研究開発成果の適用により 10.5%の重量削減の実現性を確認
した。よって、いずれの項目に関しても目標達成度は 100%である。図 2.4.1-1 参
照
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に関しては、最終目標
である実機異種材料パネル（2ｍ角）に対して、検証モデル（2ｍ角）の試作にお
いて 5ppm/℃以下の線熱膨張率を達成していることから、100％の目標達成度とな
る。図 2.4.1-2 参照
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※1 開発モデル＃２・認定モデル・検証モデルを製作し、検査（FBG センサによる
シリンダ積層内部の歪モニタリング・光学式寸法測定等）及び検証試験（静荷
重試験・音響試験）を行って、その製造品質（寸法精度や強度）が安定してお
り、要求仕様を満足していることを確認するとともに、これらの検証技術を確
立した。
表 2.4.1-2 に最終目標に対する達成表を示す。

図 2.4.1-1 検証モデル

図 2.4.1-2 検証モデル

表 2.4.1-2 最終目標に対する達成表
最終目標に対する達成度は下表の通りであり、全ての目標項目を達成している。
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 解析ツールを開発し、解析を実施した。
造条件（材料の種類、温度条件 従来方式の設計ツールでは評価すること
等）による熱特性、成形歪の解 のできなかった金型影響、硬化収縮影響、

達成

析シミュレーションツールを開 製造法影響を評価することが可能となっ
発すること。

た。

(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 精密な複雑形状を有する CFRP シリンダ
一体成形 CFRP シリンダ（約 3m (直径 1.3m×高さ 3.8m)の設計・製造技術
長×1m 径）技術を開発する。

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）を実施して、開発した技術が妥当で

64

達成

あることを確認した。
(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
異なる材料による接合部分を有 衛星への実機搭載を想定した仕様設定を
するパネル構造体(約２m 立方) 行ったパネル構造体(2.3m×2.4m)におい
において、使用温度範囲-30℃〜 て線熱膨張率 4.95ppm/℃を達成した。
+70℃において熱歪みによる破 -40℃〜+80℃の熱サイクル試験において

達成

壊を生じないこと及びパネルの も熱歪みによる破壊は生じていないこと
少なくとも一方向の線熱膨張率 を確認した。
が 5ppm／℃以下であること。
(4)衛星構体の軽量化
衛星構体について打上げ環境・ 上記(2)項に示すように、開発したシリン
軌道上環境に適合し且つ衛星構 ダが打上げ環境・軌道上環境に適合する
体重量削減目標 10%以上の実現 ことを試験により確認した。また、上記
性を地上検証により実証する。

達成

(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。

2.4.2 成果の概要
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
衛星模擬の地上検証試験を実施する。
研究開発計画のうち、平成 15 年度は製造設計技術の基本構想検討を実施し、製造設
計技術の基本仕様と材料データベースの構築を行った。一体成形技術に関しては、要
素技術の開発を実施し、高さ１ｍ程度の要素技術評価モデルの試作を行った。異種材
料成形技術に関しては、要素技術の開発を実施し、１ｍ平方程度の要素技術評価モデ
ルの試作を行い、線熱膨張率 5.7ppm/℃を達成した。
平成 16 年度は製造設計技術のアルゴリズム検討を実施し、基本的な解析アルゴリズ
ムを構築した。一体成形技術に関しては、開発モデル＃１として要素技術の複合化を
行い、高さ 2.4ｍのシリンダを試作した。異種材料成形技術に関しては、実機にて必須
な構造部材としてダブラの線熱膨張を検討し、１ｍ平方程度の部分モデルの試作にて、
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線熱膨張率 3.1ppm/℃を達成した。また、これらの技術を用いることにより衛星構体の
重量を 10％削減する見通しを得た。
平成 17 年度は成形装置内部での成形体温度分布の履歴を評価できる実用的なモデル
を構築することにより、
平成 16 年度に構築した製造設計技術のアルゴリズムを更新し、
実験との比較評価により、モデルおよび製造設計ツールの有効性を検証した。また、
成形装置内での供試体の熱歪みを FBG 光ファイバセンサによりリアルタイムモニタし、
プリプレグ内での温度変化の影響を除去して検出する手法を確立し、セントラルシリ
ンダ開発モデル＃２の成形において実測を行い、解析的な予測値と対応する結果が得
られた。一体成形技術に関しては、平成 16 年度に製作した開発モデル#1 に対して静荷
重試験を実施し、大型複雑形状に対する製造技術の妥当性を確認した。また、さらな
る製造規模拡大技術の開発を図るべく、開発モデル＃２（直径 1.3m×高さ 3.8m で 1194
型 PAF との I/F 部を有する。）を製作し、静荷重試験により開発の妥当性を確認した。
異種材料成形技術に関しては、アンモニアガスを封入していないダミーのアルミヒー
トパイプ※2 を埋め込み、2m 角程度の実機相当サイズに拡大した開発/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、
認定モデルの設計技術と製造技術の妥当性を確認することが出来た。
平成 18 年度は製造設計技術のアルゴリズムに新たな解析技術を追加し拡張し、その
評価として要素部材試作を行うことにより解析結果との比較検証を行い、本開発ツー
ルによって熱構造特性を予測できることを確認した。一体成形技術に関しては、平成
17 年度までに確立した大型一体成形構造の製造技術に対して、衛星実機相当の各種イ
ンタフェースを反映し、開発モデル＃２と同等の大きさの認定モデルの設計・製作を
行い、認定モデルに対して静荷重試験を実施し、これらのインタフェース部の設計・
製造技術の妥当性を確認した。異種材料成形技術に関しては、当該技術開発の最終年
度として、アンモニアガスを封入した実機用ヒートパイプ※2 および他構造との締結用
金具を埋め込み、また、実機パネルで外部から作用する荷重に対し強度補強のために
貼付されるダブラが熱応力の観点では逆に応力を高める要因にも成り得ることを考慮
してダブラを貼付した 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
おいて破壊しなかったことから、検証モデルの設計技術と製造技術の妥当性を確認す
ることが出来た。
平成 19 年度の製造設計技術については、これまでに開発してきたアルゴリズムを具
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備する製造設計ツールを用いて、前年度に一体成形技術にて製作した認定モデルに対
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、アルゴリズムの高度化を
図った。一体成形技術に関しては、平成 18 年度までに確立した大型一体成形構造の製
造技術を用いて、安定した製造品質の大型一体成形構造、即ち、認定モデルと同等設
計となるセントラルシリンダ検証モデルのブランクシリンダを製作した。
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。

※2 将来の高熱輸送性能の向上を視野に入れて、現状の 2 倍の断面積を有するコン
フィギュレーションとした。

2.4.3 特許・投稿論文
(1) 特許
｢出願済｣

１件、

｢登録｣

０件、

(2) 投稿論文
｢査読付き｣

０件、

｢その他｣

18 件
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｢実施｣

０件

３−Ｄ−４

実用化、波及効果について

1. 研究開発項目 ①衛星構体の高排熱型熱制御技術開発
1.1 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を実証し、実用化される計画である。
なお、前述の地上試験レベルにおいてフライト品質が確立していることは実証され
ており、既に準天頂衛星システムに引渡し済である。
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 1.1-1 に示す。
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表 1.1-1 成果の実用化までの概要
項目

実用化までの

内

容

達成項目
３次元ヒートパ 衛星熱解析の精 本研究開発で作成した熱解析モデルに平成 17 年度
イプネットワー 度向上、高信頼性 の認定試験、19 年度検証モデルの総合評価試験結
クを埋め込んだ 化

果をその都度反映することで高精度かつ高信頼性

熱解析モデルの 準天頂衛星軌道 を確保した熱解析モデルを構築した。さらに準天
開発

上シミュレーシ 頂衛星の軌道上シミュレーションを実施し、衛星
ョンとデータベ 設計解析装置の機能追加を行い、熱解析モデルの
ース化

データベース化及び体系化を図った。

衛星熱解析モデ
ルの体系化
3 次元ヒートパ

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

イプネットワー

高密度実装化

の OSR 実装,サーマルボンディング技術、埋込ヒー

ク構成技術の開

信頼性

タ技術、高熱伝達ジョイント技術等の熱性能の実

発

証を平成 17 年度認定試験、19 年度の検証モデルの
軌道上耐環境性

ヒートパイプ間

総合評価試験評価結果により確立した。

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

を熱伝達ロス無 熱輸送能力

トパイプ連接部における熱的性能の実証を平成 17

く結合する高熱

軌道上耐環境性

年度の認定試験、19 年度の検証モデルの総合評価

伝達ジョイント

機械構造設計

試験結果にて確認し確立した。

／高熱輸送技術
の開発

衛星システム
インタフェース

3 次元ヒートパ 試験検証技術の

3 次元ヒートパイプネットワークを組み込んだ開

イプネットワー 確立

発モデルによる事前検証試験の課題を検討し平成

ク地上検証試験 試験評価手法の 17 年度の認定試験、19 年度検証モデルの総合評価
技術の開発

確立

試験にて確立した。
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1.2

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る。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。
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 1.2-1 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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図 1.2-1 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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1.3 波及効果
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 1.3-1 に示す
今後も含めて商用静止衛星の規模の推移を図 1.3-2 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

3 次元ヒートパイプ

高熱伝達ジョイント

3 次元ヒートパイプ

ネットワークを埋め

ネットワーク

高熱輸送技術

ネットワーク

込んだ熱解析モデル

構成技術

地上検証試験技術

・ 高信頼性

・ 長期寿命設計

・ 高信頼性

・ コストダウン

・ モデル体系化

・ 高密度実装

・ システムイン

・ 試験期間短縮

・ 高精度予測

・ 高信頼性

・ データベース

・ 熱制御性能

タフェース
・ 高熱伝達性能

・ 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

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。

④ ゾーン分割法を適用した試験技術／性能評価手法
図 1.3-1 波及効果
図 1.3-1 波及効果
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本開発成果の
適用領域

図 1.3-2 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 : 2007 Commercial Space Transportation Forecasts）
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2. 研究開発項目 ②次世代イオンエンジン技術開発
2.1 成果の実用化可能性
本成果を次世代大型衛星に適用する場合、南北軌道制御やオービットレイジングに使
用することで、大幅な推進剤削減メリットが期待でき、商用衛星の国際競争力を向上さ
せることができる。その場合の基本構成例を図 2.1-1 に示す。推進剤を貯蔵し、スラス
タに流量を調整された推進剤を供給する推進剤供給系はキセノン高圧タンク、圧力検出
器、フィルター、注排弁、圧力調整器(調圧弁)、遮断弁、流量調整器、流量制限オリフ
ィス等から構成されるが、これらはフライト実績のある既成品で構成可能である。また
遮断弁を駆動するためのパルス電力を発生するドライバは既開発品の流用も可能である
が、電源ユニットにその機能を持たせることもできる。更に電源ユニットにスラスタ制
御用コントローラを追加搭載することも可能である。尚、基本構成以外にスラスタをジ
ンバルにマウントし、推進剤の消費に伴う衛星重心変化に応じて、推力ベクトルを変更
できることも必要である。以上挙げたコンポーネントに関してはジンバルを含めて既存
品、既存技術の適用が可能であり、本研究開発にてスラスタ及び電源ユニットの開発を
完了すれば実用化までのハードルは高く無い。
前述の通り、現在迄の成果からホールスラスタ、電源共に要求された性能目標値は達
成している。本研究開発においては今後、最終目標（寿命目標）に向けてホールスラス
タ、電源ユニットに係る達成項目を完遂していく必要がある。成果の実用化の可能性及
びスケジュールを表 2.1-1 及び図 2.1-2 に示す。表 2.1-1 に示す通りスラスタ及び電源
ユニットに関して、長寿命化技術も含めて達成項目は明確であり、達成するための方向
性もほぼ見えており、達成可能性は高い。
平成 17 年度に実施した中間評価の時は、衛星搭載のための確認項目として下記の項目
を挙げていた。
（１）スラスタプルームと太陽電池セルとのプラズマ干渉
（２）スラスタからのコンタミネーションによる衛星構体表面特性への影響
（３）スラスタ及び電源からの EMC の確認
これらの項目については、平成 17 年度以降に製作した寿命評価モデル及び認定検証モデ
ルを使用して試験を実施し、衛星システムへの搭載時に必要となるデータを取得した。
更に、平成 19 年度には、スラスタ認定検証モデル、電源認定検証モデルに推進剤供給
系を組み合わせたイオンエンジンシステムとしての性能検証を実施し、機器間のインタ
フェースを確認するとともに要求仕様を満足できることを確認した。
また、平成 19 年度に実施した寿命評価試験で寿命とスラスタの性能変動を把握し、平
成 20 年度に実施した摩耗評価試験、チャネル材部品評価試験結果から 3,000 時間以上の
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寿命の見通しを得ることができた。
したがって、残りは地上試験による寿命の検証のみであり、これまでの成果からスラ
スタ、電源ともにイオンエンジンシステムとして実用化レベルに達しうると判断してい
る。

Satellite
Controller
ｼｽﾃﾑ-ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ分界
電源ﾕﾆｯﾄ

記号

TK
X

TKX

ｷｾﾉﾝ高圧ﾀﾝｸ

P
P

圧力検出器
ﾌｨﾙﾀｰ
注排弁

P

調圧弁

P

遮断弁
流量調整器
流量制限ｵﾘﾌｨｽ
ｽﾗｽﾀ

推進剤供給ﾗｲﾝ
電力供給ﾗｲﾝ
信号ﾗｲﾝ

図 2.1-1 搭載構成例

＊ 地上での評価試験では下記の構成とする。
・スラスタは本研究開発で開発された機器を使用
・電源ユニットは本研究開発で開発された機器を使用、但しコントローラやバルブ駆動
用ドライバは地上用機器を使用
・推進剤供給系（キセノン高圧タンク、圧力検出器、フィルター、注排弁、圧力調整器
(調圧弁)、遮断弁、流量調整器、流量制限オリフィス）は地上用機器を使用
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表 2.1-1 成果の実用化までの確認項目
項目

実用化までの

内

容

達成項目
イ オ ン エ ン 推進剤供給系コンポ

スラスタ及び電源ユニットを動作させるために

ジ ン シ ス テ ーネントの開発

は推進剤供給系（キセノン高圧タンク、圧力検出器、

ムの開発

フィルター、注排弁、圧力調整器、遮断弁、流量調
整器、流量制限オリフィス）の構築が必要である。
これらはフライト実績のある既成品で構成可能で
ある。特に、スラスタへの推進剤供給の要となる圧
力調整器と流量調整器については、平成 19 年度の
組合せ試験でインタフェースを確認した。

衛星システムとのイ 衛星搭載を考慮し、平成 17〜19 年度の試験で、①
ンタフェースの明確 スラスタプルームと太陽電池セルとのプラズマ干
化

渉，②スラスタからのコンタミネーションによる衛
星構体表面特性の変化，③スラスタ及び電源からの
電磁干渉に関するデータを取得した。これらのデー
タを基にして、衛星への搭載位置・角度や、コンタ
ミ及び電磁シールドの追加等について、衛星システ
ムとの調整が必要である。

加速機構技

安定な大電力放電の 各開発段階におけるスラスタで 1〜5kW の安定放電

術の開発

生成

を確認し、絶縁設計等に問題ないことを確認してい
る。

スラスタ効率の向上

イオン損失を低減するためにプラズマ生成領域が
チャネル下流側となるように磁気回路を見直して
いる。効果を摩耗評価試験で確認した。

排熱方式の確立

宇宙空間に対する輻射放熱を増加させるためにチ
ャネルを構成するセラミックを大型化し放熱面積
を増やした。またチャネルからスラスタの他の部品
への熱伝導、輻射を抑え、チャネルからの放熱量を
増やした。
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宇宙空間に対する耐 耐環境性として、機械環境試験、熱真空試験を平成
環境性

17〜19 年度に実施し、問題無いことを確認した。ま
た耐放射線に関しては、耐放射線性に問題無い部品
を使用している。

高 効 率 化 放 大電子電流の安定供 15A 級ホローカソードを製作し、開発モデル、寿命
電室技術の 給

評価モデル及び認定検証モデルで安定な動作・性能

開発

を確認した。

高電圧電源

放電負荷（スラスタ） スラスタとの組合せ試験により、スラスタとの電気

技術開発

との整合性

的整合性に問題ない事を確認した。

電磁干渉の抑制

認定検証モデルにおいて、伝導干渉雑音の他、電界
放射雑音、磁界放射雑音等、衛星搭載機器として要
求される電磁適合性に対する測定を電波暗室（EMC
サイト）で実測評価し、電磁干渉の抑制に対する性
能上、問題のない事を確認した。

電力変換効率の高効 認定検証モデルでの性能試験結果、アノード電源の
率化

効率として 96%以上が得られ、電源全体として、94%
以上の高効率が確認された。

実装設計上の排熱方 高排熱基板の採用（CFRP 基板の新規開発）で高排熱
法の確立

方法を確立した。

絶縁設計技術の確立

絶縁が問題となる高電圧ワイヤ、高電圧トランスは
部品としての耐宇宙環境評価試験を行い、問題ない
ことを確認した。

宇宙空間に対する耐 耐環境性として、機械環境試験、熱真空試験を平成
環境性

17〜19 年度に実施し、問題無いことを確認した。ま
た耐放射線に関しては、必要な部品についてγ線照
射試験で問題が無いことを確認した。

長 寿 命 化 技 環状チャネル出口磨 寿命試験結果を反映し、寿命限定要因となる部品の
術の開発

耗対策

評価試験を実施した。また、平成 20 年度で効果を

(スラスタ本体)

確認した磁気シールドの追加及びチャネル材の変
更等の対策を行うことで目標値を満足する見込み
を得ている。
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含浸陰極の含浸材消 陰極温度の推定から、含浸材の蒸発消耗では 10,000
耗対策

時間以上の動作時間を有することを確認している。

(ホローカソード)

(運用時間 3,000 時間)

外部ヒータ劣化対策

同一プロセスで製作したヒータで 10,000 サイクル

(ホローカソード)

のヒートサイクルを確認したヒータを使用してい
る。
寿命試験に先立ち、ホローカソードヒータの温度サ
イクル試験を実施しており、寿命試験前に 3,000 サ
イクル以上の寿命を確認した。

高電圧モジュール部 高電圧ワイヤと高電圧トランスに関して放射試験
の劣化対策

などを行い問題ないことを確認した。

(高電圧電源)
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項目

FY2008

FY2009

事業展開準備

事業化展開

イオンエンジ

事業展開

試験

寿命評価試験

ンシステム

ホール
実用化

スラスタ開発

計画

改修

磁気シールド
効果評価試験

磨耗品交換

セラミック材
料評価試験

寿命評価モデル

改修・機能
追加

電源の開発

地上試験用機器

フライト品
製作・調達

推進剤供給系

図 2.1-2 実用化に向けてのスケジュール
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2.2 事業化までのシナリオ
本研究後は、イオンエンジンシステム（ホールスラスタシステム）を構成する不足コ
ンポーネント、機能の追加を実施することで、実用衛星搭載が可能となる。不足コンポ
ーネントとしてはキセノンタンク、ジンバルがあり、不足機能としてはコントローラ、
バルブ駆動用ドライバがある。技術的な課題は特に無いが、これらの製造、サブシステ
ム最終試験完了までに約 20 ヶ月必要である。
商用衛星への適用のためには軌道上実証が最も評価されるため、実証衛星による軌道
上での機能・性能検証が必要である。更に商用衛星のためには原価低減が必要である。
ホールスラスタに関してはヒータ等機能部品のパーツ化で製造の簡素化を図ると供に、
試験の標準化で工数を削減し、低コスト化を図る。電源ユニットに関しては部品のまと
め買いで単価を原価低減することや高密度実装や試験の標準化で工数を削減することで
低コスト化を図る。このようにイオンエンジンシステムとしてコストダウンを図り市場
に太刀打ち出来るようにする。
人工衛星等宇宙機への適用として下記が考えられる。
(1) 大型静止衛星への適用
次世代衛星に搭載する場合、南北軌道制御のみならずオービットレイジング補助
（軌道傾斜面補正）に使用することで更なる推進剤質量削減が可能となる。静止衛
星の使用目的は放送、通信が主であり、化学推進と比較して低推力の電気推進によ
る緩やかな軌道制御は、衛星のアンテナポインティング等の指向精度を高く保持で
きるメリットがある。
(2) 小型衛星への適用
ホールスラスタの特徴は推力のスロットリングである。今回の開発では 5kW 級の
ホールスラスタとして設計しているが、投入電力 1kW で推力 60mN、比推力 1,000
秒の性能を確認した（開発モデル実績）。同一設計もしくはマイナーチェンジで発
生電力が少なく、低推力レベルの小型衛星に搭載することも可能である。今後の小
型衛星の場合、多数の衛星が消耗品として使用されることから衛星ミッション終了
後のデオービット用に使用することで、推進剤質量の削減とそれに伴う衛星寿命の
延命化が図れる。
(3) 宇宙探査衛星
宇宙探査衛星はバス電力として太陽電池を使用することが多い。この場合、太陽
‐宇宙機間の距離が離れるほど発生電力は小さくなる。ホールスラスタは電力低下
した場合も安定に推力スロットリングができるため、宇宙探査衛星の主推進器とし
て使用することが可能である。但し、ホール型イオンエンジンの比推力は電子衝撃
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型イオンエンジンの半分程度であり、推進剤削減メリットは劣る。しかし、アノー
ド電圧を高電圧化することで比推力を向上させることも可能である。
(4) 高電圧電源技術の 150mN 級電子衝撃型イオンエンジンへの展開
宇宙航空研究開発機構は地上試験ではあるが、完成度の高い 150mN 級電子衝撃型
イオンエンジンを開発している。スラスタに比較して電源開発は後手に回っている
ように思われ、本プロジェクトでの高電圧電源技術をベースとすれば宇宙環境での
使用が可能な実用化レベルの電源開発を効率的に実施できる。
(5) 超低高度衛星への展開
光学カメラの分解能向上要求等から、高度 200km 以下の超低高度衛星の検討が進
められている。超低高度では空気抵抗の影響が非常に大きくなるが、この空気抵抗
補償に電気推進機を使用することが考えられている。現在宇宙航空研究開発機構が、
超低高度衛星の実験機に向けた数 10mN 級のイオンエンジンの搭載検討を行ってお
り、このイオンエンジン用電源には、今回開発した電源の方式の一部を適用するこ
とができる。また、さらに超低高度衛星の実用化に向けては、今回開発したホール
スラスタシステムを小型化することによって、超低高度衛星のシステム要求に適合
させることが可能である。
(6) 高精度姿勢制御衛星への展開
周回軌道における多数の衛星群のフォーメーションフライトには、推力の微細な
制御が必要とされており、この軌道あるいは姿勢制御には電気推進機が候補となる。
今回開発したホールスラスタを小型化することにより、より微細な推力の制御が可
能となり、高精度姿勢制御衛星への展開を図ることができる。
(7) CFRP コア基板の宇宙用搭載機器への適用
今回開発した CFRP コア基板の技術をベースに、多層化 CFRP コア基板を開発し、
宇宙航空研究開発機構の衛星へ適用することを計画している。

事業化までのシナリオを図 2.2-1 に示す。
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事業化までのシナリオ
衛星搭載用ホールスラスタ
システムの完成

本研究内容

イオンエンジン
システム技術

衛星システム
搭載性

加速機構技術

寿命の確認

改修

実証衛星
による
実用検証

実用衛星

・大型静止衛星

タンク・ジン
バル等製作
(既開発品)

高効率放電室技術
高電圧電源技術

・小型衛星

・半導体製造装置への適用

技術的に実用可能

・放電負荷用高圧電源への適用

事業化までに必要な試験

・高排熱基板要素技術の他分野への展開

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

図 2.2-1 事業化までのシナリオ
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2.3 波及効果
「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. 研究開発項目③ 測位用擬似時計技術開発
3.1 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。準天頂衛星プロジェクトでは 1 号機打ち上げ
後、２・３号機も用いた実証実験期間が考えられているが、擬似時計技術についても実
証実験を行うことを考えている。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 3.1-1 に示す。

開発項目

FY2009

FY2010〜2011

測位用擬似時計技術開発

(1) 擬似時計モデルの開発

実用化
計画

実証実験

運用モデルの開発

(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

現地試験

機器の開発と地上評価試験

ｼｽﾃﾑ 試験

(4) 静止衛星を用いたアル
ゴリズム実証試験

図 3.1-1 実用化に向けてのスケジュール
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FY2012
実用化

3.2 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 = 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 3.2-1 に示す。
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事業化までのシナリオ
擬似時計
本研究内容
・擬似時計モデル
の開発

・運用モデルの開

実証衛星
による

発

実用衛星

・擬似時計システム

・実験モデルの

実験モデルの開発

改良／評価

と実現性評価

・構成機器の製

・地上局の管理

・科学衛星

・擬似時計システム

作／評価／維持

・責任体制等

・小型衛星

構成機器の開発と

・設計・製作／

フォーメーショ

地上評価試験

評価／機能試験

ンフライング

実証・実用検証

・測位衛星

・静止衛星を用いた

技術的に流用可能

波及効果

・標準時配信・受信サービス
・標準時配信・証明型サービス

事業化までに必要な試験

・時刻認証・保存型サービス

波及効果として技術的には流用可能

・時刻認証・流通型サービス

製品として整合性が必要

図 3.2-1 事業化までのシナリオ
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3.3 波及効果
「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経済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。
2005 年には 1,481 億円に達すると予測される（NTT データ経営研究所）時刻配信サー
ビスを，2008 年から日本上空に長時間滞在する準天頂衛星により，正確な時刻を供給す
ることで，より高精度化することが可能となる。
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
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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。準天頂衛星
が打ち上げられ，運用が開始されるころまでに事業化が可能と考えられる。
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。
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少ない回路構成、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。
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4. 研究開発項目④ 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
4.1 成果の実用化可能性
成果の実用化の可能性について概略を表 4.1-1 に示す。
表 4.1-1 成果の実用化までの確認項目
項目

実用化までの

内容

達成すべき項目
(1)

実機複合材料成形品への適 製造設計ツールの開発を完了。供試体の設計・製

熱 特 性 及 用及び適用結果反映による 造に適用し実用化可能なレベルにまで完成させ
び 製 造 プ ロ 精度向上。

た。また本ツールの一般産業分野への適用拡大を

セ ス を 含 め 一般産業分野にて使用され 図り、さらにはユーザインタフェースを構築し
た 複 合 材 料 る材料データの取得による た。
製 造 設 計 技 適用範囲の拡大。
術

・ この製造設計アルゴリズムを必要とする中小

一般産業分野で使用するた

複合材料製造会社は全国で数万軒以上あると

めのユーザインタフェース

見込まれる（複合材料製漁船を製作している

の構築。

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)

平成 20 年度検証試験及び総合評価試験にて、地

複 合 材 料 を 準天頂衛星による打上げ実 上における試験実証は完了。打上げにおける実証
用 い た 精 密 績。

を行う。

大型構造体

・ 10％以上の軽量化という大きな重量メリット

の一体成形

があるため、セントラルシリンダ単体で海外

技術の開発

他メーカへの販売という戦略が考えられる。

(3)

実機複合材料パネルへの製 第 1 期製作のパネルに対し、縦横のサイズが約 2

異 種 材 料 造規模拡大。

倍のＣＦＲＰ表皮アルミヒートパイプ実機パネ

間 の 接 合 面 成形品の健全性確認検査

ルを製造し、検証試験にて確認した。

を 有 す る 複 （含む試験）の開発

・ ヒートパイプという高い熱伝導を持ち、且つ

雑構造体の

寸法安定効果があるという多機能な利点を持

成形技術の

つパネルであるため、単体で海外他メーカへ

開発

の販売という戦略が考えられる。

各項目の実用化可能性の詳細については以下に述べる。
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4.1.1 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
本研究開発においては、平成 15 年度に、開発するアルゴリズムの仕様検討と、材料
データベース構築のための様々な材料データ取得を行った。この材料データを材料デ
ータベースとして登録、利用できるように基本的システムを構築した。平成 16 年度に
は、複合材料製造設計アルゴリズムとして、１）製造法の差異による特性への影響評
価、２）樹脂の硬化解析、３）金型熱解析の３種のアルゴリズム構築を行った。
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。

4.1.2 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 2.1.1-1 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。
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。
本セントラルシリンダを海外他メーカへの販売という戦略を考えた場合、上記に加
えてさらに準天頂衛星における打上げ実証という実績が必要であり、これが唯一の事
業化のための課題である。
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4.1.3 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。
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4.2 事業化までのシナリオ
4.2.1 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。
4.2.2 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、少なくとも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:全体の重量にして約 17％を CFRP 化)、2015 年度にはﾎﾞﾃﾞｨの約８割（360kg:全
体の重量にして約 27％）、2020 年度にはｼｬｰｼ等も CFRP 化され、全体の重量の約 47％
にも達する。
自動車における部品の重量比が、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、少なくとも年間 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 においては機体重量の約 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、今後より複合材料を簡単
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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4.2.2.1 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。これらの改良、高度化により、平成 20 年度
から、本アルゴリズムを必要な用途に応じて、一般に公開し使用できるようにしてい
く予定である。
本アルゴリズムの事業化に関するシナリオを図 4.2-3 に示す。

図 4.2-3 アルゴリズムの事業化のためのシナリオ
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4.2.2 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
4.2.2.1 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％以上の重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重量は百数十ｋｇであり、約 10〜
15kg の構体重量軽減が図れる。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、重量軽減１kg に対して推進薬の軽減等も含めて、衛星全体で 2〜3 kg の重量軽
減効果を生む。従って、10〜15kg の重量軽減は、衛星全体として 20〜45kg の重量軽減
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、
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。
4.2.2.2 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 4.2-5 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（SB-7）、我が国初の海外商用
衛星受注（ST-2）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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打上衛星機数︵機︶
商用衛星の打ち上げ予測

準天頂衛星クラス

打上年（西暦）

図 4.2-5 商用衛星打ち上げ実績・今後の見込み
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4.2.2.3 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 4.2-6 に示す。

シリンダ単体の
製造・試験

Ｈ１７年度

Ｈ１８年度

開発試験

認定試験

Ｈ１９年度

Ｈ２０年度

Ｈ２１年度以降

検証試験

実証衛星による
実証試験（ＰＦＴ
を含む）

シリンダ
の商品化

総合
評価
試験

準天頂衛星
の打上実績

図 4.2-6 一体成形シリンダの事業化シナリオ
4.2.3

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
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少ない、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
きな重量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
シナリオも上記、図 4.2-6 に沿ったものとなる。
4.3

波及効果

4.3.1

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
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技術を活用することにより、大幅な衛星構体の重量軽減が見込め、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
星重量の低減は、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 4.2-5 に示すように今後、年間約 30 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重量
4,200kg〜5,400kg 及び 5,400kg 以上の衛星は 20 機程度が見込まれている。この衛
星需要のうち、少なくとも年 2 機程度の衛星全体の受注が見込めるとすると、衛星
１機約 100 億であることから、年間 200 億の売上が期待できる。
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、20 機程度の衛星需要のうち、5 機程度は受注が見込める。この規模の衛星
構造体は 2 億〜3 億円の価格と想定されるため、年間で 2〜3 億円/機×5 機＝10〜15
億円の売上が期待できる。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。
以上より、我が国宇宙産業は直接的に年間 210 億程度の売上が見込める。
4.3.2

間接的波及効果
間接的な経済波及効果としては、本研究開発により開発された技術を応用する

ことにより、軽量化、延いては、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、高速車両など）への適用範囲の拡大も期待できる。尚、各運
輸部門は独自に複合材料製造技術の開発を行っている。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、効率の良い製造ができるようにする
製造支援技術であり、製造技術を開発する各部門の技術開発とは趣旨が異なってい
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。
4.3.2.1 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
の車両重量軽減率を図 4.3-1 に示す。これによれば、ボディの約半分を CFRP 化する
ことにより車両重量が 10％軽減されると試算されている。
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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。
車 体 軽 量 化 目 標 値 ・CFRP適 用 箇 所

(2010 年)
ﾎﾞﾃﾞｨ
450

(2015 年)

ﾎﾞﾃﾞｨ
315

(2020 年)

内外装
200

内外装
200

ﾎﾞﾃﾞｨ
225
内外装
155

ｼｬｰｼ
350

ｼｬｰｼ
350

ｼｬｰｼ
350

ﾎﾞﾃﾞｨ
225
内外装
150
ｼｬｰｼ
270

ｴﾝｼﾞﾝ等
350

ｴﾝｼﾞﾝ等
350

ｴﾝｼﾞﾝ等
350

ｴﾝｼﾞﾝ等
350

1,350kg
（現 状 ）

⇒
ﾎﾞﾃﾞｨの
約半分を
CFRP化

1,215kg
（-10%）

⇒
ﾎﾞﾃﾞｨの
約 8割 を
CFRP化

1,080kg
（-20%）

参考資料：東京大学大学院

⇒
ｼｬｰｼも
一部
CFRP化

995kg
（-26%）

(2025 年)
ﾎﾞﾃﾞｨ
180
内外装
150
ｼｬｰｼ
180
ｴﾝｼﾞﾝ等
350
⇒
構造部分
はほぼ全て
CFRP化

860kg
（-36%）

安全評価工学研究室

（http://sunshine.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/jun/ut̲version/lab/2001M-zushi
.pdf）
図 4.3-1

自動車ボディの CFRP 化による車両重量軽減の試算

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 4.3-1 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
4.3-2 に示す。
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表 4.3-2

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
ガソリン換算

原油換算

炭酸ガス(CO2)排出抑制量

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

尚、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。
4.3.2.2 航空機への波及効果
衛星と同様に重量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
機体重量に対して約 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、
機体重量の約 15％が複合材料となっており、更に A380 では、機体重量 180 トンの
うちの約 23％が複合材料である。この場合の重量軽減率は約 5.3％となる。重量軽
減による燃料節減量は、B747(在来型)の場合、重量軽減 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％の重量軽減を達成し、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。本研究開発の複合材料製造設計アルゴリズムを用いること
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、重量が 10

100

〜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。への波及効果
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開発成果を適用する余地がある。
4.3.2.3 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。
4.3.2.4 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。
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。
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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。
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■準天頂測位衛星初号機の開発について
1. はじめに
V 章では、次世代衛星基盤技術開発プロジェクト研究開発で得られた成果の軌道上実
証に供される、準天頂測位衛星初号機の開発の状況について記す。
地理空間情報活用推進基本法に対応し作成された、地理空間情報活用推進基本計画
（平成 20 年 4 月）に基づき、経済産業省と宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）は、
他の関係省庁ならびに研究機関との協力のもと、準天頂衛星システム第一段階の技術実
証を行うこととなっている。
準天頂衛星システム第一段階の経済産業省と JAXA との具体的な協力については、上
記基本計画を基に、「準天頂衛星システム計画第１段階に関する協定」（平成 20 年 10
月制定）により定められている。
本協定では、JAXA は衛星測位実験機器を搭載するとともに、経済産業省が行う関連
の衛星バスならびに衛星測位に関する研究開発の軌道上実証に必要な準天頂測位衛星
初号機の衛星バス開発を、JAXA 運営費交付金と一部経済産業省からの受託契約による
経費負担により行うこととなっている。
以下では、上記の協定ならびに受託契約に基づき経済産業省の一部経費負担のもと、
JAXA が行う準天頂測位衛星初号機の開発の関連業務の進捗状況について記す。
なお、準天頂衛星システムに関連し、JAXA が行う研究開発全般の計画は、平成 18 年
11 月の宇宙開発委員会において、同委員会推進部会での同年 8 月及び 10 月の 2 度の審
議の結果を経て、了承されている。

2.

業務の目的

本業務の目的は、平成 19 年 2 月までに、JAXA が実施完了した、準天頂衛星初号機の
基本設計の結果に基づき、「次世代衛星基盤技術開発プロジェクト」（衛星構体の高排
熱型熱制御技術開発、測位用擬似時計技術開発、並びに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）の研究開発品と適切なインタフェースをもちつつ、高精度測
位実験ミッションを遂行できる「準天頂測位衛星初号機」の開発の一環として以下の作
業を行うことである。


詳細設計



プロトフライトモデルの製作･試験



維持設計



地上支援装置整備
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衛星射場輸送



運用準備作業等



射場整備作業
準天頂測位衛星初号機設計にあたっての基本方針は以下のとおりである。



信頼性の確保を全てに優先させ開発計画を立案し、開発を進める。



信頼性向上策として、以下を徹底する。



-

サバイバビリィティ（波及故障の回避等）の強化

-

冗長化または機能冗長

-

耐久性（可動・消耗機器の長寿命試験、評価）の強化

-

異常発生時のデータ取得、等

新規開発技術は、「ミッション機器」と「バス機器のうちミッション要求を達成す
るために最小限必要なもの」に絞り込む。新規技術については、重点的・先行的な
技術開発を十分行う。



新規技術開発以外は、既存技術を徹底的に活用し、繰り返し使用による高信頼性を
達成するとともに、技術の成熟化と低コスト化を図る。なお、既存技術の一部を変
更せざるを得ない場合には、変更部分だけでなく周辺部分や全体への影響を十分に
検討し、開発試験計画を立案する。

なお、基本設計の結果確定した準天頂衛星初号機の概要を、章末の【準天頂測位衛星
初号機の概要】に参考として記す。（関連情報「参考文献」[1], [2]）

3.
3.1

業務の実施内容
詳細設計

準天頂測位衛星初号機の詳細設計を、既に JAXA が実施完了した、基本設計までの結
果に基づき、経済産業省研究開発「次世代衛星基盤技術開発

衛星構体の高排熱型熱制

御技術」の開発成果品（検証モデル）と適切なインタフェースをもちつつ、高精度測位
実験ミッションを遂行できる様に進める。
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3.2

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、プロトフライトモデルの製作及び試験を実施する。
3.3

維持設計

詳細設計の完了後、その後の他システム並びに全体システムの詳細設計の進捗や製
造・試験の状況に合わせ、必要に応じて修正設計を行なう「維持設計」作業を行う。
3.4

地上支援装置整備

衛星製作、試験に必要な治工具及び試験装置の整備を行う。
3.5

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
送する。また、使用済みの各種試験装置を衛星工場に返送する。
3.6

運用準備作業等

衛星運用のための運用手引書、運用手順書、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を作成する。各種手引書、手順書には衛星の
各種特性値の記載、テレメトリ・コマンドのデータベースならびに運用に対応したコマ
ンド列のデータベースを含む。
3.7

射場整備作業

輸送後のプロトフライトモデルを開梱し、JAXA の増田宇宙通信所空中線を利用した
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
トに据付ける。
尚、上記研究開発の作業は、JAXA が自己予算で実施する衛星バス研究開発の作業と
一体として実施し、得られる成果は経済産業省及び JAXA の資金分担に応じたものとす
ることとしている。
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4.

業務の実施状況

本項では、3 項に示す全体業務のうち、現在（平成 21 年 2 月）までの実施業務実施
状況と結果について記す。
研究開発業務は別紙．１に示すとおり、JAXA が計画の策定、仕様の設定、技術検討、
開発及び調査結果の評価、取りまとめ等を実施し、開発に必要な製品設計、製造図面等
の文書作成、製作、試験等は、請負契約によって外注業者において実施した。
以下、3 項に記した業務項目毎にその実施状況を記す。
4.1

詳細設計

基本設計により制定した、別紙．2 に示す準天頂衛星システムの開発にかかる技術仕
様書（JAXA 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、準天頂測位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順次実施した。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。
平成 20 年 5 月に、製造企業に於ける衛星全体システムの詳細設計審査を完了し、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会―総括審査」（JAXA 主催審査会）
を平成 20 年 8 月に関係省・研究機関の出席のもと実施し、詳細設計の妥当性が確認し、
フライトモデルの製造に着手した。（詳細設計の概要は参考文献[3]として発表。）
以下、各サブシステムの主な詳細設計の活動内容を以下に記す。
4.1.1

全体設計

・ 「高精度測位実験システム」、「技術データ取得装置」、「ロケットシステム」な
らびに「追跡管制システム」とのインタフェース調整を行いインタフェース部の詳
細設計を行なった。
・ 「高精度測位実験システム（別途 JAXA が実施する業務）」詳細設計審査会（メーカ
審査）を平成 20 年 3 月 21 日に高精度測位実験システム開発メーカにて実施し、衛
星システムメーカである三菱電機㈱（以下衛星システムメーカと記す）、JAXA の各
者でインタフェース設計の妥当性について確認した。

106

・ 「技術データ取得装置（JAXA 研究開発本部が開発する宇宙環境の計測装置）」詳細
設計審査会（メーカ審査）を平成 20 年 3 月 6 日および 3 月 11 日に技術データ取得
装置開発メーカにて実施し、衛星システムメーカ、JAXA の各者でインタフェース設
計の妥当性について確認した。
・ 各サブシステムの詳細設計結果を順次吸い上げ、衛星全体システムとしての詳細設
計の妥当性を確認する、衛星システム担当企業内の「衛星システム詳細設計審査会」
を平成 20 年 5 月 13 日に実施した。
・ 衛星企業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（総括審査会：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詳細設計を完了させた。
・ 設計の進捗に基づき、開発の要求文書となる開発仕様書及び設計基準書（JAXA 文書）
の維持・改定を行った。（別紙．２参照）

4.1.2

テレメトリトラッキングコマンド系 （TT&C）

・ C 帯テレメトリ送信機、USB トランスポンダ等のコンポーネントメーカにおいてコン
ポーネント審査会を実施し、各コンポーネントがサブシステムからの要求を満足し
た設計となっていることをコンポーネントメーカ、システムメーカ及び、JAXA の各
者で確認した。
・ TT＆C 系の基本設計からの主要変更点として、JAXA 基本設計総括審査での分科会推
奨事項に従い、信頼性向上の観点から、C 帯主従送信機の切り替え部を、基本設計
のベースラインとなっていた「スイッチ」から、より信頼性の高い受動部品である
「ハイブリッド素子」に変更した。
・ 衛星システム担当企業内の「テレメトリトラッキングコマンド（RF）系詳細設計審
査会」（メーカ審査）を平成 20 年 1 月 31 日、同「データハンドリング(DH)系詳細
設計審査会（メーカ審査）を平成 20 年 4 月 7 日に順次実施し、詳細設計の内容が、
衛星システム要求を満足することを確認した。
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4.1.3

電源系（EPS）

・ QZS-1 の電源系の構成を図 4.1.3-1 に示す。太陽電池パドル、バッテリ（BAT）、電
力制御器（PCU）及び電力分配器（PDCU）を完全独立に 2 系配置し、主要機器に対し
てはダイオードボックスを経由し上記 2 系からの電源供給を行うことで、片系の電
源経路が完全に故障した場合においても、残りの片系により、バス機器の運用のみ
ならず、衛星測位ミッションのうち「GPS 補完ミッション」については継続できる
電源系設計としている。
ミッション／
バス機器

パドル-N

PCU-1

PDCU-1
100V
34V

主従ヒータ
ダイオード
ボックス
主要ミッション
機器

BAT-1

主要バス機器

パドル-S

PCU-2

PDCU-2
100V
34V

ミッション／
バス機器

BAT-2

主従ヒータ

図 4.1.3-1 準天頂測位衛星初号機

電源系構成図

・ 衛星システム担当企業内の「電源系サブシステム詳細設計審査会」（メーカ審査）
を平成 20 年 1 月 16 日に実施した。本審査会には、（独）新エネルギー･産業技術総
合開発機構（NEDO）、ならびに（財）無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF）
にも参加頂き、本衛星に搭載予定の NEDO の研究開発品である、大型リチウムイオン
バッテリシステムと衛星システムの設計の整合性も関係者で確認した。審査の結果、
左記も含めて電源系の詳細設計の内容が、衛星システム要求を満足することを確認
した。
・ 電源系設計における特記事項としては以下に記す、準天頂測位衛星初号機（QZS-1）
の原型である JAXA 開発の技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ 成 18 年 12 月打上げ）の軌道
上運用における発生事象の反映が挙げられる。ETS-Ⅷの軌道上運用において、宇宙
放射線の影響によりバッテリ充電器が一時充電を停止するという現象が発生した。
（充電再開の地上コマンドを送信し、問題無く機能は復帰している。）原因究明の
結果、本事象は、充電制御器（BCR 部）の特定のリニア IC（LM139）のシングルイベ
ントアップセットによる誤信号の発信が原因であるとの推定に至った。この結果を
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受け、QZS-1 の電源系設計においては ETS-Ⅷの設計を踏襲しつつも、当該リニア IC
をラッチ回路に使用している電気回路部について RC フィルタを追加することによ
り、シングルイベントアップセットに対する耐性を強化することとした。尚、上記
情報は NEDO/USEF にも提供され、NEDO 研究開発品の LIBS の構成品であるバッテリ
制御モジュール検証モデルの設計にも反映されている。

図 4.1.3-1 充電制御器のシングルイベントアップセット耐性の強化
・ また、電源系機能として、軌道上での電力収支の異常時には、衛星が安全確保のた
めに自動的に衛星内の負荷を軽減する「軽負荷モード」へ移行する設計をとること
にしている。この自動移行の条件となる、バッテリの放電深度（DOD）の閾値につい
て、正常時に想定される最大の負荷条件や、緊急事態発生時の地上支援運用に必要
な時間等を勘案し、衛星の安全を十分確保できる DOD レベルを算出し、設計に反映
した。
・ なお、電源系の詳細設計結果については参考文献[4]として発表している。

4.1.4

太陽電池パドル系 （SPS）

・ JAXA の他衛星を含め、軌道上で発生している太陽電池パドルの発生電力低下の不具
合が、準天頂測位衛星初号機の太陽電池パドルで発生しないことを確認するために、
準天頂衛星初号機に使用するフライトパドルと同一設計の部分パネル（太陽電池ク
ーポンパネル）を試作し、真空中の熱サイクルに曝した後にも発生電力の変化がな
いことを確認する健全性確認試験を実施した。この結果、現設計にて問題ないこと
が確認された。クーポンパネルの外観図を図 4.1.4-1 に記す。
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図 4.1.4-1 クーポンパネル外観図
・ 太陽電池パドル駆動部のコンポーネントメーカが行う確認会に、衛星システム担当
企業とともに参加した。
・ 衛星システム担当企業内の「太陽電池パドル系サブシステム詳細設計審査会」（メ
ーカ審査）を平成 20 年 2 月 1 日に実施し、展開機構、駆動機構ならびにハーネス等
を含めた、太陽電池パドル系サブシステム詳細設計の内容が、衛星システム要求を
満足することを確認した。

4.1.5

姿勢制御系 （AOCS）

・ 地球センサ、恒星センサ、慣性センサ等のコンポーネントメーカにおいてコンポー
ネント審査会を実施し、各コンポーネントがサブシステムからの要求を満足した設
計となっていることをコンポーネントメーカ、システムメーカ及び、JAXA の各者で
確認した。
・ 搭載ソフトウェアの新規機能である、太陽電池パドルセル面を太陽に正対しつつ、
測位信号 L バンドアンテナを地心方向に指向させる①「ヨーステアリング機能」、
異常発生時の衛星制御器切り替え時に、新・旧制御器間で重要演算データを引き継
ぐ②「ハンドオーバ機能」、③恒星センサを利用した姿勢決定アルゴリズム、なら
びに④アンローディング機能などのアルゴリズム設計等を確定した。さらに、衛星
システムメーカにてソフトウェア設計・製作及びシミュレーション解析を実施し、
システム要求との整合性を確認した。
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・ 実績コンポーネントの改良設計を行なう衛星制御器については、その電気設計を確
認するための「電気モデル」を試作・試験し、変更部分の設計の妥当性確認を行っ
た。また搭載ソフトウェアの製作を行い、単体試験、上記の衛星制御器電気モデル
と組合せた静的閉ループ試験（SLCT）を実施し衛星制御器ハードウェア及び搭載ソ
フトウェア新規機能との整合性を確認した。
・ 衛星システム担当企業内の「衛星制御器詳細設計審査会」及び「姿勢・軌道制御系
詳細設計審査会」（メーカ審査）を平成 20 年 4 月 17 日に実施し詳細設計を完了し
た。なお、AOCS 系の詳細については参考文献[5]〜[7]として発表している。

4.1.6

二液式推進系 （BPS）

・ 各コンポーネントメーカにおいて実施された確認会に、衛星システム担当企業とと
もに参加し、コンポーネント設計の妥当性を確認した。
・ 低圧遮断弁（LVS）に関し、基本設計の結果として、電源コイルが単系の LVS を採用
することをベースラインとしたが、LVS は単一故障点であることから、信頼性の更
なる向上のため、コイルが冗長（二重）となっている他社製 LVS を採用することが
できないかを検討した。検討に必要な追加データを取得する試験をコンポーネント
メーカで実施した上で、最終的には冗長コイル型の LVS を採用することとした。
・ 衛星システム担当企業内の「二液式推進系詳細設計審査会」（メーカ審査）を平成
20 年 4 月 14 日に実施した。

4.1.7

構体系 （STR）

・ QZS-1 の構体系の全体系設計は経済産業省研究開発の成果を利用することを前提に、
JAXA 側にて実施している。全体設計から経済産業省開発品（A-STR)に対する、仕様、
試験条件等に対する要求は「技術要求書」として纏められ、JAXA より経済産業省に
渡している。
・ A-STR 検証モデルの設計が本要求書の要求事項を満足していることを、経済産業省
研究開発の「セントラルシリンダ検証モデル製造前設計確認会」（平成 19 年 12 月
4 日）に JAXA 及び衛星システムメーカがオブザーバーとして出席し確認した。
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・ 衛星システムメーカの「構体系詳細設計審査会」（メーカ審査）を平成 20 年 2 月 4
日に実施した。本審査会には、経済産業省ならびに研究実施機関である USEF にも参
加頂いた。審査結果として、詳細設計の内容が、衛星システム要求並びに A-STR と
の適合性を満足することが確認された。図 4.1.7-1 に準天頂測位衛星全系の振動解
析用モデルの例を示す。

図 4.1.7-1 準天頂測位衛星全系の振動解析用モデルの例

・ 従来の JAXA が開発した静止衛星では、ダミー推薬を搭載した状態で衛星システムの
プロトフライト試験（PFT）の機械環境試験を実施していた。しかし、ダミー推薬を
搭載する場合には、推進系配管等へのコンタミの混入やダミー推薬残留、あるいは
乾燥期間の長期化といったリスクがあるため、準天頂測位衛星初号機に関しては、
ダミー推薬非搭載で試験を行う方向で検討を行ってきた。特に、「構造的に十分な
検証ができるか」という観点から、試験予測解析や過去の試験結果等について詳細
な検討を行った結果、上述の構体系詳細設計審査会において技術的合理性が確認さ
れ、ダミー推薬は非搭載とした。本検討の結果については参考文献[8]として発表し
ている。
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4.1.8

熱制御系 （TCS）

・ 熱制御系の一部を構成する経済産業省研究開発、「次世代衛星基盤技術開発

衛星

構体の高排熱型熱制御技術」の開発成果品（3 次元ヒートパイプネットワーク検証
モデル、A-TCS と呼称）に対する衛星システムからの技術的要求仕様を規定する
「A-TCS 技術要求書」の改訂・維持管理を行った。なお、A-TCS の設計が本要求書の
要求事項を満足していることは、経済産業省研究開発の「3 次元ヒートパイプネッ
トワーク検証モデル製造前設計確認会」（平成 19 年 11 月 27 日）に JAXA 及び衛星
システムメーカがオブザーバーとして出席し確認している。
・ 衛星システムメーカの「熱制御系詳細設計審査会」（メーカ審査）を、経済産業省
および USEF 参加のもと、平成 20 年 2 月 5 日に実施した。審査結果として、詳細設
計の内容が、衛星システム要求並びに A-TCS との適合性を満足することが確認され、
次フェーズ（フライト品の製造、試験）へ移行して問題ないことを確認した。
・ なお、衛星システム全体の熱設計については、平成 20 年 5 月 13 日に実施した衛星
システム詳細設計審査において、他のサブシステムの詳細設計結果に基づく熱イン
タフェース設計最終結果を総括し、リソースの整合性を含めて、その妥当性を確認
した。
4.1.9
・

計装系 （INT）

ダイオードボックスのコンポーネント詳細設計審査会（メーカ審査）を平成 20 年 1
月 16 日に実施した。審査結果として、詳細設計の内容が、衛星システム要求を満足
することが確認され、製造等次フェーズ作業に着手した。

・

その他の電気計装（ハーネス等）、機械計装（2 次構体、ブラケット等）について
は、詳細設計審査会（メーカ審査）を平成 20 年 5 月 13 日に実施した。

4.1.10
・

モニタカメラ（CAM）

モニタカメラは、太陽電池パドルの展開や、衛星の地球指向状態を確認するために
搭載される機器である。

・

モニタカメラの開発メーカにおいて、
「モニタカメラ詳細設計審査会（メーカ審査）」
を平成 20 年 3 月 3 日に実施した。モニタカメラ設計結果が衛星システムからの要求
を満足した設計となっていることを、モニタカメラ開発メーカ、衛星システムメー
カ、JAXA の各社で確認した。
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4.2

プロトフライトモデルの製作・試験

4.2.1

全般

使用実績のあるコンポーネントについては、基本設計での確認をもってコンポーネン
トあるいは、製作に必要な部品の調達を開始した。
その後、コンポーネント詳細設計審査会において、設計の妥当性が確認されたコンポ
ーネントから随時製作を開始した。
各サブシステム毎のフライト品の開発・試験の状況を以下に記す。
4.2.2
・

テレメトリトラッキングコマンド系 （TT&C）

平成 20 年 1 月 31 日のサブシステム CDR の終了後、コンポーネントフライトモデル
の製作に着手した。現時点で、C 帯アンテナ（送信および受信系の計 2 個）はプロ
とフライト試験を経て衛星システムに引き渡されている。その他のコンポーネント
については、製作中であり、平成 21 年 5 月にはすべてのコンポーネントが確認試験
を経て、衛星システムインテグレーションに供する予定である。

4.2.3
・

電源系

平成 20 年 1 月 16 日のサブシステム CDR の終了後、コンポーネントフライトモデル
の製作に着手した。

・

準天頂測位衛星初号機には、別紙.２に記すとおり、リチウムイオンバッテリが２式
搭載される。１式は、NEDO 研究開発品検証モデルであり、もう１式は NEDO 研究開
発の成果を活用し JAXA により調達する。

・

NEDO 研究開発品である、大型リチウムイオンバッテリシステム検証モデルについて
は、技術要求書に定められた仕様を満足するものであることが確認され、平成 20
年 11 月 28 日に、NEDO/USEF より JAXA/衛星システムメーカへの引き渡しが行われた。

・

JAXA 調達による 2 式目のバッテリについては、現在使用するセルがバッテリ組立企
業に納められ、バッテリシステムとして組み立て製作中である。

・

JAXA 調達の電力制御機およびバッテリシステムは、平成 21 年 4 月に製造を終了し、
プロトフライト試験を経て、平成 21 年 5 月に衛星システムインテグレーションに供
する予定である。

4.2.4
・

太陽電池パドル系 （SPS）

実績品である太陽電池パドル駆動機構及び駆動回路について、製造およびプロトフ
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ライト試験を終了し、平成 20 年 12 月に衛星システムへ引き渡された。
・

太陽電池パドルについては、詳細設計の結果を受け、製造を行い、現在製造後のプ
ロトフライト試験を実施中である。平成 21 年 7 月に衛星システムインテグレーショ
ンに供する予定である。

4.2.5

姿勢制御系 （AOCS）

・ AOCS 系を構成する長納期コンポーネントについて、基本設計審査会の結果を前提と
してフライト品の調達を開始した。
・ また、姿勢制御系サブシステムの詳細設計審査を経て、全てのコンポーネントの製
造・調達を開始している。
・ 現時点で恒星センサ、太陽センサが衛星システムメーカに入着している。平成 21
年 5 月には、すべての構成機器が完成し、衛星システムインテグレーションに供さ
れる。
4.2.6

二液式推進系 （BPS）

・ BPS 系を構成するコンポーネントのほとんどが長納期品であることから、基本設計
審査会の結果を前提としてフライト品の調達を開始し、現時点で低圧遮断弁を除く
すべてのコンポーネントが衛星システムメーカに入着納している。残る低圧遮断弁
も現在プロトフライト試験中であり、近日中に納入される予定である。
4.2.7

構体系 （STR）

・ サブシステム CDR の結果を受け、構体系の構成品（パネルや締結部品）の製造等次
フェーズ作業に着手し、現時点でほぼ全ての部品について製造を終えている。
・ 構体系の一部を構成する、経済産業省の A-STR 検証モデルについては、技術要求書
に定められた仕様を満足するものであることが確認され、平成 20 年 10 月 31 日に、
経済産業省/USEF より JAXA/衛星システムメーカに無事引き渡された。
4.2.8
・

熱制御系（TCS）

平成 20 年 2 月 5 日（火）のサブシステム CDR の終了後、コンポーネントフライトモ
デルの製作に着手した。

・

TCS の構成品である、経済産業省研究開発品（A-TCS）については、技術要求書に定
められた仕様を満足するものであることが確認され、平成 20 年 11 月 28 日に、
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METI/USEF より JAXA/衛星システムメーカに無事引き渡された。
・

現在、衛星バス本体に対しヒータ、マルチレーヤインシュレーション（MLI）、温度
センサ取付け等の熱インテグレーション作業を順次進めている。

4.2.9

計装系（INT）

・ 詳細設計（平成 20 年 1 月 16 日（水））の終了した、ダイオードボックスについて
製造を開始した。
・ また、衛星システムシステム詳細設計審査と同時（平成 20 年 5 月 13 日）に開催さ
れた計装系サブシステム CDR を経て、各種ハーネス、ケーブル類を含めた全ての計
装系機器の製造を開始した。
・ 製造図面の出図、図面確認を終えたものから順次製造、プロトフライト試験を行っ
ている。
4.2.10

モニタカメラ（CAM）

・

平成 20 年 3 月 3 日（月）の CDR の終了後、フライトモデルの製作に着手した。

・

現在、プロトフライトモデル（カメラヘッド 3 基、制御器１基）の製造が終了し、
プロトフライト試験を実施中である。

4.3

維持設計

・ 詳細設計の終了した、以下のサブシステムについて維持設計作業を開始した。維持
設計作業の主な作業は、詳細設計に基づく内作品の製造図面の出図を行い「4.3」の
フライト品の製造に供した。
・ また、プロトフライトモデルの試験後に行う認定試験後審査（PQR）の準備作業を行
っている。
4.4

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進めている。
・ 整備に当たっては、JAXA 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、
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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効
整備としている。
4.5

運用準備作業

・ 詳細設計結果に基づき、衛星運用のための運用手引書、運用手順書、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（テレメトリ・
コマンドのデータベース）の作成に着手した。
・ 現在、テレメトリ・コマンドのデータベースの第一版（電子データベース）の作成
をほぼ終了し、運用手順書の構成検討を開始している。

以上、4.1〜4.5 に記した作業のスケジュールの計画と実績を図 4.5-1 に示す。
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図 4.5-1 開発計画と実績

118

5. 業務実施体制
5.1

関係組織間の連携関係

１項にも記した、本業務に係る組織の連携関係を関連を、関連の協力・契約文書と共
に、図 5.1-1 に整理し示す。

地理空間情報活用推進基本計画
政府方針

（H20.4.15 閣議決定）
・ 準天頂衛星システムでの関係組織役割分担

経産省−NEDO−JAXA 協定

(H20.10.28)

・ METI/NEDO 研究開発 の実施
（次世代衛星基盤技術開発プロジェクト）

協力具体化

・ 上記研究開発品の準天頂衛星初号機を利
用した技術実証

実務機関協力
USEF−JAXA 共同研究
委託

・ JAXA による２式目バッテリ製作

・ 準天頂衛星システムとの適合性検証

経産省→JAXA 契約
・ METI によるバス開発一部負担
（METI/NEDO 研究開発品の軌道上実証のための環境整備）

図 5.1-1 本業務にかかる契約文書と連携関係
5.2

JAXA 体制

本業務の実施にかかる、JAXA の体制は、別紙．１のとおりである。
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6. おわりに
準天頂測位衛星初号機の開発は当初計画のとおり順調に進捗している。本衛星の開発
は、昨年施行された「地理空間情報活用促進基本法」に対応した重要な研究開発である
ことを認識し、今後も関係の府省や機関との密接な連携協力のもと実施してゆく所存で
ある。
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以上）

別紙．１

研究開発業務実施体制

122

別紙．２

準天頂衛星システム開発文書体系（JAXA 文書）
準天頂衛星システム ミッション要求条件書
SNS-060013
：JAXA文書

準天頂衛星システム 実験運用評価要求書
SNS-060015

：JAXA／関係機関共同文書
準天頂衛星システム 総合システム仕様書
JX-ESPC-100410

準天頂衛星システム 運用コンセプト
SNS-070006

整合
整合

準天頂衛星追跡管制システム 開発仕様書
JX-ESPC-100413

高精度測位実験システム 開発仕様書
JX-ESPC-100393

準天頂測位衛星初号機 開発仕様書
JX-ESPC-100414

準天頂測位衛星初号機／準天頂衛星追跡管制システム
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100415

準天頂測位衛星初号機／高精度測位実験
システム インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100404

準天頂衛星追跡管制システム／高精度測位実験システム
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100403

準天頂衛星システム 運用要求書
SNS-070011

高精度測位実験システム／時刻管理系※１ ／擬似時
計※２ インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100398
高精度測位実験システム／高精度補正技術※３
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100397

準天頂衛星追跡管制システムSOPS固有部
AOCS運用支援部 開発仕様書
JX-ESPC-100494

高精度測位実験システム／高精度補正技術（Ⅱ）
インタフェース管理仕様書
JX-TBD

準天頂衛星追跡管制システム／追跡ネットワークシステム
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100450

・GPS-QZSS RF Compatibility Methodology
・GPS-QZSS REFERENCE ASSUMPTION

準天頂測位衛星初号機／追跡ネットワークシステム
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100416

高精度測位実験システム
測位精度管理データベース
SNS-060024
準天頂衛星システム設計基準書

準天頂測位衛星初号機／H-IIAロケット
インタフェース要求文書
SNS-070001
準天頂測位衛星初号機／TEDA
インタフェース管理仕様書
JX-ESPC-100453

電気設計基準書 SNS-060026

部品基準書 SNS-060030

衛星バス（1553B） プロトコル規定書
SNS-060052

材料・工程基準書 SNS-060031

電磁適合性設計基準書 SNS-060027

信頼性設計基準書 SNS-060032

機械設計基準書 SNS-060028

耐環境設計基準書 SNS-060033

熱設計基準書 SNS-060029

人為故障防止基準書 SNS-060040

熱インタフェース条件書
SNS-060053
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準天頂衛星システム
ユーザインタフェース仕様書 （IS-QZSS）
SNS-060025

保全性基準書 SNS-060041

※１
※２
※３
※４

NICT整備システム
AIST整備システム
ENRI整備システム
GSI整備システム

※４

7. 参考

準天頂測位衛星初号機の概要

JAXA が実施した、同衛星の基本設計の結果から、以下に概要を記す。
7.1

準天頂測位衛星初号機の概要

準天頂測位衛星初号機は高精度測位実験システム搭載系（測位ペイロード）をミッシ
ョン機器として搭載した、日本独自の測位サービスを実現する衛星である。準天頂測位
衛星初号機の構成を図 7-1 に、また、主要諸元および軌道上の外観図をそれぞれ表 7-1
および図 7-2 に示す。

準天頂測位衛星初号機（QZS-1）
衛星バス機器
ﾃﾚﾒﾄﾘ･ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ･ｺﾏﾝﾄﾞ系（TT&C）
電源系（EPS）*1
太陽電池パドル系（SPS）
姿勢軌道制御系（AOCS）
二液式推進系（BPS）
構体系（STR）*2
熱制御系（TCS）*2
計装系（INT）
測位ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ（NP）
搭載原子時計 （RAFS）
測位信号生成送信部 （LTS）
基準時刻管理部 (TTS)

*3

レーザリフレクタ (LRA)
二次ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ（SP）
モニタカメラ （CAM）
技術データ取得装置 （TEDA）

*1 NEDO殿研究開発品含む
*2 METI殿研究開発品含む
*3 NICT殿研究開発品

図 7-1 準天頂測位衛星初号機構成図

124

表 7-1

準天頂測位衛星初号機主要諸元

項目
打上げ

諸元
ロケット：

H-IIA(H2A202)

打上げ年度：
軌道

離心率：

平成 22 年度(目標)

0.099 以下

昇交点赤経：

210 度（初期）

軌道傾斜角：

39〜47 度

軌道長半径：

42,156km

中心経度（＊）：

東経 135±5 度

＊：昇交点、降交点経度の中心
近地点引数：
周期：

270±2 度

23 時間 56 分

質量

4,100kg

(乾燥質量：

約 1,800kg)

設計寿命

10 年

衛星ｻｲｽﾞ

2.9m(D)×3.0m(W)×6.0m(H) @打上げ時

(目標 12 年)

2.9m(D)×25.3m(W)×6.0m(H)@軌道上
発生電力

5.3kW 以上
L1-C/A
L1-SAIF
L 帯測位信号

ﾐｯｼｮﾝ機器

二次ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ

1575.42MHz

L1C
L2C

1227.60MHz

L5

1176.45MHz

LEX

1278.75MHz

時刻比較信号（NICT 上り

14.43453GHz

担当）

下り

12.30669GHz

ﾓﾆﾀｶﾒﾗ (CAM)

太陽電池パドル及び地球方向モニタ

環境計測ﾓﾆﾀ (TEDA)

軽粒子観測装置、帯電電位モニタ、磁力計
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Thruster
Solar Array
USB OmniAntenna
North Panel
Thruster
STT
C-band Antenna
TTS Antenna
L-band Antenna

図 7-2 準天頂測位衛星初号機軌道上概観図
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準天頂衛星システムのミッションは以下のように定義されている。
(1) GPS 補完・補強技術の開発及び軌道上実証
準天頂軌道を利用して衛星の幾何学的配置を改善することによる、都市部や山間部に
おける測位可能エリア・時間を増大、GPS 近代化相当の測位信号を送信することによる、
測位精度の向上に関する実験を行う。【GPS 補完】
また、測位補正情報の送信による高精度化、インテグリティ監視関連情報の送信による
高信頼性化に関する実験を行う。【GPS 補強】
(2) 次世代衛星測位システムの基盤技術の開発及び軌道上実験
実験用信号による衛星測位実験や擬似時計技術の研究開発及び軌道上実験を行う。
準天頂測位衛星初号機は、表 7-1 に示すように、準天頂軌道に位置し、L1-C/A, L1C,
L2C, L5 の近代化 GPS と互換性のある信号を地表に送信することで、GPS 補完ミッショ
ンを達成する。また、GPS-SBAS(GPS 静止衛星型衛星航法補強システム)に互換性のある
L1-SAIF 信号送信、や L 帯実験信号（LEX）による測位精度の向上やヘルス情報の通知
による高信頼性化を目的とした GPS 補強信号の送信及び、JAXA の LEX 信号を利用した
実験や擬似時計実験により測位基盤技術確立のための実験を実施予定である。
測位ペイロードは、ルビジウム原子時計を原振として具備している。測位ペイロード
の核を成す機器は搭載制御計算機であり、これにより、テレコマ処理、航法メッセージ
生成、PRN コード生成が行われる。また、レーザ反射器を有し、国内外のレーザ測距（SLR）
局からのレンジングを実施することで、高精度測位実験システムにより推定される軌道
情報を検証する。
7.2

準天頂測位衛星初号機バス設計の特徴

準天頂測位衛星初号機が定められたミッションを達成するために、衛星バス設計とし
て考慮している点について述べる。準天頂測位衛星初号機のバスは技術試験衛星Ⅷ型
（ETS-Ⅷ）等にて開発された静止衛星バス技術を最大限活用するとともに、経済産業省、
NEDO の研究開発成果も活用しつつ、準天頂軌道の特殊環境に対応できるように改良を
加えたものである。
7.2.1

ヨーステアリング

準天頂軌道上の衛星は、軌道傾斜角が大きいことから、季節によって軌道面に対する
太陽光入射角（β角）が 60 度以上となるため、静止衛星と同様に、太陽電池パドルを
軌道面垂直に維持した姿勢による運用を行うと、太陽光のパドルへの入射角度が大きく
なり、著しく太陽電池パドルの発生電力低下をきたすこととなる（図 7-3）。このため、
β角が大きな季節において、太陽電池による安定した大電力発生を目的として、太陽電
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池パドルセル面を太陽に正対しつつ、測位信号 L バンドアンテナを地心方向に指向させ
る「ヨーステアリング姿勢制御運用」を実施する（図 7-4､-5）。これにより、大きな
β角となる期間においても、太陽光を電池パドルに垂直に入射させ、十分な電力発生を
確保できるため、測位ミッション運用を安定して継続することが可能となる。準天頂測
位衛星初号機では、上記の運用に対応するため、従来静止衛星バス技術に加え、
(a)ヨーステアリングに対応した姿勢制御機能
(b)パドルのサインカーブ駆動制御機能
を付加している

β角
N

夏至

68.5[deg]
23.5[deg]

45[deg]

23.5[deg]

冬至
図 7-3 準天頂衛星軌道と太陽入射角度
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図 7-4 ヨーステアリング姿勢制御（大β角シーズンに適用）

図 7-5 地心指向軌道面垂直姿勢（小β角シーズンに適用）
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7.2.2

ロバスト性

準天頂測位衛星初号機は安定した測位サービスを提供するため、長期間に亘り、高い
稼働率で運用できるよう、ロバスト性の高いバス設計を採用している。
(a) 電源系の完全分離型 2 バス化
(b) 主要機器に対するダイオード･オアによる両バスからの電源供給
上記 2 点を設計に取り込むことで、片系の電源バスが完全に故障した場合においても、
残りの片系により、バス機器の運用のみならず、L1C/A, L1C, L2, L5 の GPS 補完ミッ
ションを継続できる電源系設計としている。尚、NEDO にて研究開発したリチウムイオ
ンバッテリの搭載により、蝕期間中も大電力の測位データ送信を余裕をもって継続送信
できる設計となっている。
(c) 異種姿勢センサの並列採用による冗長性の高い姿勢決定系
(d) センサ・アクチュエータ 2 重故障耐性
恒星センサ（STT）、慣性センサユニット（IRU）、地球センサ（ESA）及び精太陽セ
ンサ（FSSA）の 4 種の姿勢センサの併用、ならびに完全冗長を有する推進系の採用によ
り、異常発生時においても高い冗長性を有し、一般の衛星に採用されている一故障に対
する耐性を超え、一部のセンサに対しては 2 重故障に対しても耐性を有する信頼性の高
い構成としている。
7.2.3

STT による高精度姿勢制御

測位ペイロードは、軌道 1 周回を通して継続的に測位データを地表に送信することか
ら、離心率と静止衛星相当の高度を有する準天頂軌道からの測位信号の送信アンテナパ
ターンは高精度な設計を有する。衛星側は高い姿勢制御要求に対応するため、STT/IRU
による高精度な姿勢制御を可能としている。また、JAXA の静止高度の衛星において STT
を採用するのは準天頂測位衛星初号機が初となるが、第 2 段階以降の衛星軌道投入にお
いて、等間隔な昇交点赤径に配置する打上げ時のロンチウィンドウ制約条件を緩和する
必要があり、
STT の搭載はロンチウィンドウの拡大のために利用できるメリットもある。
7.2.4

測位ペイロード運用のための安定環境の提供

測位ペイロードの利便性確保のためにバス機器として以下の工夫を施してある。
(a)

原子時計の熱的な安定環境

測位ペイロードが安定した性能を発揮するためには安定した温度環境が必要となる。
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よって、測位ペイロードを搭載する南北面パネルには等温化のためのヒートパイプを埋
め込んだパネルを採用しており、その両面をヒートパイプにより 3 次元的に結合するこ
とで、高い温度安定性を実現する。特に、測位ペイロードの原振となるルビジウム（Rb）
原子時計は安定した温度環境が必要となることから、他機器とは独立したヒートパイプ
の系統を設けることで精密な熱制御を実現する。尚、3 次元ヒートパイプネットワーク
技術は ETS-Ⅷ等にて培われた技術ベースに、経済産業省の研究開発により高度化され
た成果を活用することとしている。
(b)

C 帯回線によるテレコマおよび測位データアップロード運用

準天頂測位衛星初号機は、傾斜角を持った静止高度の衛星であり、地上の追跡管制局
から見る衛星軌跡は、1 周回に 2 度、静止軌道を横切ることになる。このため、K 帯や
S 帯によるテレコマ及び測位データアップロード運用では他の静止衛星との電波干渉を
回避するため運用停止期間を設ける必要があることから、準天頂測位衛星初号機は C 帯
による運用を採用することで間断のない測位サービスを可能としている。
7.2.5

一体型複合材料セントラルシリンダの採用による軽量化

円筒型形状を持つ、
衛星の主構造体であるセントラルシリンダ(約 1.3m 径、
4m 長)を、
ETS-Ⅷでは金属継ぎ手を用いで複合材料部位 3 個を結合して製作していたが、経済産業
省研究開発の成果により、準天頂測位衛星初号機では複合材料の一体型成形により製作
する。本技術の採用により、約 100kg のセントラルシリンダが ETS-Ⅷ品に比べ 10%強の
軽量化が図れている。

（以上）
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太陽光発電利用促進技術調査（SSPS(宇宙太陽光発電シ
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３−Ｅ−１

事業の目的・政策的位置付け

１−１ 事業の目的
太陽光、風力、地熱などを利用した再生可能エネルギーは、地球環境等に与
える負荷が小さいクリーンエネルギーであることから地球温暖化問題への対策
として導入拡大が期待されている。その中でも太陽エネルギーは、熱及び光エ
ネルギーを直接的・間接的に利用でき、また温室効果ガスの排出の少ない半永
久的に利用可能なエネルギー源であることから、その一層の活用を図ることが
望まれている。
このような背景のもと、我が国における太陽光発電の技術革新、普及拡大等
は、目ざましい発展を遂げている。しかし山間部など地形等の影響により充分
な日照時間が確保できない地域や、大規模な太陽光発電施設の設置が困難な離
島等では太陽エネルギー利用の恩恵を十分に受けにくいと考えられる。
本事業は、このような環境下において対応可能と目される無線送受電による
エネルギー供給方式の有用性について検討するとともに、無線送受電システム
構築に向けた基盤インフラ・環境調査等、システム構築に向けた技術課題の抽
出と対応策の検討を行うことを目的としている。また、無線送受電による安全・
環境面等への影響を総合的に検討する。
さらに、太陽光エネルギー利用の最も有効な利用手段と考えられている宇宙
太陽光発電システムについても、将来の技術検討の方向性を効率的に抽出する
ために技術面・環境面等の課題について検討を行う。
１−２ 国の関与の必要性
太陽光発電は、CO2 の排出が少ないクリーンエネルギーであり、かつ、資源制
約が少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いる。
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、エネルギー基本計画（平成１９年３月閣議決定）、新・国
家エネルギー戦略（平成１８年５月策定）
、環境エネルギー技術革新計画（平成
２０年３月閣議決定）等においても長期的視野に立ち必要な取組や検討を進め
る、とされている。
このため、宇宙から地上に至るまで多岐に渡る宇宙太陽光発電システムの技
1

術課題について、先ず短中期的な研究開発のロードマップを作成したうえで、
地上においても実施可能な基盤的な要素技術から研究開発や技術実証を段階的
に進めていくことが必要である。
しかしながら、宇宙太陽光発電システムは、先端的な半導体技術から高度な
宇宙技術に至るまで広範な専門技術と技術開発能力を要し、また、実用化に至
るまで長期の研究開発や技術実証を伴うことから民間企業だけでは困難である
ため、当初より我が国の英知を集結して国が主導的に研究開発を進めていくこ
とが必要である。
１−３

政策的位置付け

実用レベルの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 1-1）
関連する閣議決定や施政方針演説等における位置付けを以下に示す。
○エネルギー基本計画（平成１９年３月９日閣議決定） 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
策との関係等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。
○新・国家エネルギー戦略（平成１８年５月３１日経済産業省策定） 抜粋
宇宙太陽エネルギー利用（ＳＳＰＳ）などについても、国際的な技術開発の
動向に注視しつつ、基礎的な研究開発を進める。
○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組む。
○総合エネルギー戦略（平成１８年５月自由民主党決定） 抜粋
宇宙太陽エネルギー利用（ＳＳＰＳ）につき、基礎的研究を充実する。

2

図 1-1

宇宙分野の導入シナリオ（エネルギー利用）

出所：平成 20 年度 宇宙技術戦略マップ審議委員会
第 3 回委員会配布資料 3-2-4 技術戦略マップ 2009 宇宙分野(案)
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３−Ｅ−２

調査研究の目標

２−１ 調査研究目標
太陽エネルギーは、クリーンかつ供給安定性の高いエネルギーとしてその普及
が進んでおり、その一層の活用を図ることが地球温暖化対策としての CO2 削減
のためにも重要となっている。
太陽エネルギーの一層の活用において、山間部等の不便な地域における利用促
進に有効と見込まれる無線送受電システムに係る課題の抽出を行う。このとき、
将来的な新エネルギーシステムである宇宙太陽光発電(SSPS)への応用までも視
野に入れ、無線送受電技術の確立を目指す。
２−１−１ 全体の目標設定
無線送受電技術の確立に向けて、検討のベースとなるシステムの概念検討を行
う。また、システムの成立性をみる上で重要な経済性や環境影響に係わる諸量
を定量的に評価する手法の確立するために、表２−１のように全体目標を設定
した。
表２−１ 全体の目標
目標・指標

設定理由・根拠等

無線による電力伝送技術等を適用し
た太陽光発電利用システムの実現に係
る課題を抽出し、無線送受電技術を基盤
とする宇宙太陽光発電の実現可能性に
向けた無線送受電システムのシステム
検討、高効率化技術、ビーム制御（ポイ
ンティング精度）技術の検討を行う。
また、宇宙太陽光発電がもたらす電磁
環境が、電波防護指針等が定める基準
（生態系や地球環境等への影響がない
こと）を満足し得るかを定量的に評価す
る手法を確立する。

無線送受電においては、電力をマイ
クロ波に変換して送るため、エネルギ
ー変換効率やビーム制御精度が低い
と、必要な投入エネルギーや発熱対策
のための機器重量の増大を招き、経済
効率が低下するため高効率化、高精度
化が必要である。
また、エネルギービームを正確に制
御することは安全面からも求められ、
このようなシステムが地上の生物や
環境および電子機器等に係わる電磁
環境基準値に適合し得るかを定量的
に評価する必要がある。
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２−１−２

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に、以下のような項目について、表２−２のよ
うに個別の目標を設定した。
(1) 無線送受電システム検討
(2) 無線送受電高効率化技術
(3) 無線送受電ビーム制御技術
(4) 安全・環境適合性評価技術
(5) 経済性評価技術
表２−２ 個別要素技術の目標
要素技術

目標・指標

設定理由・根拠等

(1)無線送受電
システム検討

設定した仕様に適合する地 概念検討を通じてシステ
上無線送受電システムおよ ム構築および運用上の課
び宇宙太陽光発電システム 題を抽出する。
の概念検討を行い、実現に
向けた技術開発計画を明ら
かにする。

(2)無線送受電
高効率化技術

システムで要求される送受
電効率を満足し得る増幅/整
流技術について調査し、実
現に向けた効率改善目標を
明らかにする。

半導体増幅器（送電部）お
よび半導体整流器（受電
部）の効率が十分でないと
発熱や不要電波放射の原
因となる。

(3)無線送受電
ビーム制御技術

無線電力伝送で要求される
ビーム制御精度を満足し得
るビーム制御技術を調査
し、実現に向けた制御方式
を明らかにする。

マイクロ波ビームが所定
の範囲内に確実に照射さ
れることが電力伝送効率
および安全上必要である。

(4)安全・環境適合性 無線送受電システムがもた 無線送受電システムの普
評価技術
らす電磁環境が、法制上の 及にあたっては、人体への
基準（電波防護指針、電磁 安全性や動植物・電子機
干渉回避のための周波数割 器・地球環境への悪影響が
当て）を満足し得るかを定 ないことを確認する必要
量的に評価する手法を確立 がある。
する。
(5)経済性評価技術

無線送受電システムを構
築・運用するのに必要なコ
ストを定量的に評価する手
法を確立する。
5

無線送受電システムの普
及にあたっては、既存のイ
ンフラとの比較において
経済性が重要視される。

３−Ｅ−３

成果、目標の達成度

３−１ 成果
３−１−１ 全体成果
無線による電力伝送技術等を適用した太陽光発電利用システムの実現に係る
課題を抽出し、無線送受電技術を基盤とする宇宙太陽光発電の実現可能性に向
けた無線送受電システムの高効率化技術、システム検討、無線送受電技術精度
（ビームポインティング精度）の検討を行った。
また、無線送受電システム（地上・宇宙）がもたらす電磁環境が、電波防護
指針が定める基準（生態系や地球環境等への影響がないこと）を満足し得るか
を定量的に評価する手法を選定し、評価を行った。
表３−１

要素技術
(1)無線送受電
システム検討

要素技術と成果の概要
成果の概要
①地上無線送受電システム
・現状の技術で構築される地上無線送受電システムの概念
検討を実施。
・適用可能性としては、短距離（20km 以下）、小電力（100kW
以下）の送電が現実的である。
・経済性（小電力規模のため高送電単価）が課題。
②宇宙太陽光発電システム
・宇宙太陽光発電システムとしてマルチバス型 SSPS の検
討を実施。
・システム開発計画案の検討。
・中核技術であるマイクロ波送受電技術の小型衛星、大型
衛星による軌道上実証実験構想の検討。
・経済的成立性が課題（輸送系低コスト化。小型・薄型・
軽量・安価な送電システムの実現ため太陽電池・マイクロ
波変換の高効率化）

(2)無線送受電
高効率化技術

・増幅/整流技術についての効率改善目標を策定した。
・半導体増幅器(送電部)については、新技術(GaN 素子、F
級増幅)の開発が有効である。
・整流素子（受電部）については、アレー化した際の故障
や効率低下の改善対策を行うとともに、新技術(GaN 素子
など)の開発が有効である。

(3)無線送受電
ビーム制御技術

・要求されるビーム制御精度（メインビーム幅の 1/10 程
度以下）を満足し得る制御方式として、ソフトウェア・レ
トロディレクティブ方式が今後の発展性、柔軟性の観点か
ら望ましい。また高精度ビーム制御にはクローズドループ
によるビーム方向推定もあわせて適用していく必要があ
る。
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(4)安全・環境
適合性評価技術

①マイクロ波の動物への影響
・マイクロ波の動物への熱作用は、比吸収率（体重 1kg 当
たりの吸収電力 W/kg）が一定値を超えると影響あり。
・マイクロ波の人体に関する安全基準としては「電波防護
指針」が制定されている。 (5.8GHz では 1 mW/cm2 以下)
・動物実験に関する制約の増加から、今後は計算機による
シミュレーションなどの活用を考えて行く必要。
・低レベル／長期曝露による非熱作用の影響は不明。
②マイクロ波の植物への影響
・カイワレダイコンに対し 5.8GHz マイクロ波照射実験を
行った結果、電力密度で約 40 mW/cm2 までは有意な影響
（成長促進・阻害）みられず。
・SSPS の受電施設周辺部(1 mW/cm2 以下) では、植物へ
の影響はない模様。
・他の種類の植物についての実験データ少。
③マイクロ波の大気・電離層への影響
・マイクロ波ビーム中の電子の挙動を計算機シミュレーシ
ョンにより調査した。
・SSPS のビーム中心電力密度(100 mW/cm2 程度)では電離
層への影響みられず。
・計算機シミュレーションから進んで、今後は衛星を用い
た実証実験が必要。
④マイクロ波の電子機器への影響
・SSPS のマイクロ波ビームにより、電磁干渉が問題とな
る可能性のある電子機器の耐性に関する規格について調
査。
・2.45、5.8GHz 帯で要注意なのは、RFID（無線タグ）、ETC
（自動料金システム）など。
・微弱な信号を相手にする電波天文などからの抵抗が懸念
される。
・周波数割り当てを受けるために国際的な合意を得ること
が課題。
⑤マイクロ波の航空機への影響
・航空機に搭載される電子機器の耐性規格が SSPS ビーム
の電力密度に比べて低いため、運用対策などが必要となる
可能性。
・万一、ビーム中に進入してきた飛行機についての安全対
策（ビーム遮断・散乱など）が必要。
⑥受電施設建設等の環境影響
・環境アセスメントや、環境シミュレーション（海上型）
の手法について調査するとともに、受電施設の具体的イメ
ージ案を提示。
課題は、
・設置場所（陸上型・海上型）の選定
・社会的受容性についての対策
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(5)経済性評価
技術

①地上無線送受電システム
・システム検討案について、コスト規模（ハードウェア費、
建設費、運用・保守費）について調査。
・地上用途はニッチな市場を相手にした製品であるためコ
スト高となり、普及に難あり。
②宇宙太陽光発電システム
マルチバス型 SSPS について、発電コストを推算し、砂漠
など地上での大規模太陽光発電(VLS-PV)案と経済性につ
いて比較。
・SSPS の発電コストの推算結果は、約 9 円/kWh
・ 同規模の VLS-PV の発電コストは、蓄電コストまで含
めると SSPS と同等ないしはそれ以上となる可能性。
今後の方向として、
・SSPS は軽量化により、宇宙への輸送コストを削減する
ことが有効。
SSPS の発電コスト＜10 円/kWh が成り立つための条件と
して、
・太陽電池コスト： 30〜50 円/W（現状： 140 円/W）
・打上げコスト： 10,000 円/kg-payload
（現状： 1,000,000 円/kg-payload）
程度を目標に据える必要。

8

３−１−２

個別要素技術成果

Ⅰ．無線送受電システム検討
（１）地上無線送受電システム
（ア）地上無線送受電システムの適用可能性
a) 適用対象地域
太陽光発電は、太陽電池の設置場所と消費場所とは近接しているのが通例で
あり、それらは電線により接続されている。しかし何らかの事情で有線による
電源との接続が困難な地域においても無線による電力伝送が可能であれば、よ
り多くの太陽光発電の利用が促進される可能性が考えられる。
以下に、無線送受電システム技術の確立のため、システムの適用対象となり
得るケースを検討する。
災害時などに電線が切断したときの緊急支援対策用としては現状では移動
電源車などが使用されているが、地形的に「陸の孤島」になりかねない地域で
は災害準備対策としての無線送受電システムの活用が考えられる。
離島などでは商用電力系統から独立している地域も存在する。海底ケーブル
で接続されている島を除けば、ディーゼル発電機、風車、太陽電池などによる
独立電源が使用されている。また、標高の高い山に電線を敷設するのはコスト
がかかり、景観面で規制を受ける場合もあるため、山小屋のような山岳施設で
も同様である。このような地域においても、無線送受電システムの適用できる
可能性がある。
以上、適用可能性をまとめると表 I-1 のようになる。
表 I-1 地上無線送受電システムの適用可能性
地

域

過疎地域

離

島

山岳施設
（山小屋）

現

状

適用可能性

基本的に商用電力系統に接続され 災害時などに電線が切断し
ている。
たときの緊急支援など。
系統から独立した電源使用
（ディーゼル、風車、太陽電池等）
付近の発電所と海底ケーブルで接
続されているところもある。

無線送受電システムを利用
して商用電力系統に接続し
た場合、電力の安定供給化が
図れる。
廃村、施設閉鎖など状況が変
系統から独立した電源使用
（ディーゼル、風車、太陽電池等） 化しても、送受電設備の移動
などによりインフラが再利
用できる。

b) 地上無線送受電システムの規模
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システムの規模を考える場合にはパラメータとして、①アンテナ径、②送電
距離、③送電電力、などがある。
１）近傍界と遠方界
マイクロ波のような電磁波の広がりを考える場合、近傍界と遠方界がある
（図 I-1〜図 I-2）。通信では通常、遠方界での電波を利用するが、電力伝送で
は近傍界でのビーム非拡散特性を利用する。ただし受電アンテナ面積を確保で
きれば、遠方界での電力伝送も可能である（この場合は受電側の電力密度を低
減できる）。

近傍界

遠方界

(Fresnel)

(Fraunhoffer)

図 I-2 近傍界と遠方界

図 I-1 電磁波の広がり

R：送電アンテナからの距離
D：送電アンテナ径
λ：波長

アンテナ直径 （ｍ）

２）送電距離とアンテナ径
近傍界付近での送受電を考えると、その距離（Fresnel 距離）は、
RFresnel = 2(Dt)2/λ
距離と近傍界のアンテナ径
であり、送電距離を RFresnel にとる
70
60
と、対応する送電アンテナ径 Dt と
50
の関係は図 I-3 のようになる。
40
地上無線送受電システムの適用
30
対象地域を考えると、巨大なアンテ
20
10
ナは現実的ではなく、10m 径程度を
0
上限とすれば、送電距離は 4km 以下、
1
10
100
1000
距離（ｋｍ）
20m 径程度を上限とすれば、送電距
離は 16km 以下となる。
図 I-3 送電距離とアンテナ径
３）送電距離と送電電力
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電力伝送を行う場合は送電アンテナ面から放射されるマイクロ波の強度に
分布（テーパ）を与えて、効率よく受電されるようにビームパターンを調整す
ることが行われる。
例として 10dB ガウシアン分布でビーム中心部の最大電力密度が 1000W/m2
(=100mW/cm2)のパターン では、平均電力密度は 391 W/m2 となる。（図 I-4 参
照）
R（距離）
1000ｗ/ｍ２
D

一様密度換算：391ｗ/ｍ２

100ｗ/ｍ２

送電アンテナ

R=2*D^2/λ（Fresnel距離）
周波数5.8GHｚ：λ＝0.0517ｍ

レクテナ

図 I-4 無線送受電
図 I-4 のビームパターンにおいて、送電アンテナ径が図 I-3 に従う場合の送
電電力は図 I-5 のようになる。
距離と電力（送信最大電力密度１KW/ｍ２，１０ｄBガウシアン）
10000

送 信電力 （ｋｗ）

1000

100

10

1
1

10

100

1000

距離（ｋｍ）

図 I-5 送電距離と送電電力
長距離で大電力を送る場合、例えば 1000kW(=1MW)の電力を 100km 離れた所に
送るには、図 I-3 より送電アンテナ径は 50m となり、地上では現実的でない。
また、例えば 10kW の電力を 1km 程度離れた場所に送るときのアンテナ径は 6m
程度である。すなわち、地上での無線送受電においては短距離・小電力の送電
が現実的である。一方、宇宙空間のように超大型送電アンテナの建設スペース
がある場合には、長距離・大電力の無線送電が効率的となる 。
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（イ）地上無線送受電システムの概念検討
無線送受電技術の適用分野の一つとして考えられている地上の固定地点間
のマイクロ波送受電システムの概念検討を行った。適用対象としては、有線送
電の代替手段としての候補として検討の余地がある過疎山岳地や離島、または
災害時の一時的バックアップ手段として使用する状況が考えられる。
検討は下記を前提とした。
・電 力 ： 10kW（受電側出力、太陽電池を電源として使用）
・送電距離 ： 1000m
・送電場所 ： 固定した 2 地点間
・マイクロ波周波数 ： 5.8GHz
・送電アンテナ ： アレーアンテナタイプ
・ビーム制御 ： レトロディレクティブ方式
・技術レベル ： 今後 5〜10 年以内に実用化
検討結果の概要を表 I-2 に示す。各案においては、下記の特徴を持つが、Ｖ
項（１）に示す経済性検討結果によると、地上用途はニッチな市場を相手にし
た製品であるため、コスト高は否めない。
a) 検討案１
アクティブフェーズドアレイパネルを組み合わせたシステムである。送電側
も受電側も 3m×3m のパネルに分割することができ、これを運搬手段に搭載す
ることで、可搬性に優れたシステムが実現可能である。
b) 検討案２
ホーンアレイと反射鏡としてオフセット型リフレクトアレイを適用したシ
ステムである。送電側は小型送電ユニットと分割可能な反射鏡とで構成され、
受電側が 16 分割したレクテナユニットの集合体のため、可搬性に優れ、非運
用時の収納が容易なシステムが実現可能である。
c) 検討案３
送電セル（電圧―電波変換部とアンテナ一体モジュール）の組み合わせで構
築したシステムである。送電側、受電側に配置する蓄電池により、天候や負荷
に影響されない安定した電力供給が可能である。
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表 I-2

検討案の比較
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（２）宇宙太陽光発電システム(SSPS)
太陽光エネルギー利用の最も有効な利用手段として効率的な長距離・大電力
の無線送受電を利用する宇宙太陽光発電システムについて検討を行った。
1968 年にピーター・グレーザーが太陽発電衛星を発案して以来すでに 40 年
近く経過し、その間多くの研究が行われたが、いまだ実現への本格的な第一歩
を踏み出すに至っていないのが実情である。その最大の理由は、技術的な実現
可能性の点で説得力のある太陽発電衛星のコンセプトをこれまで描くことが
できなかったためである。従来の太陽発電衛星構想の最大の技術的困難さは、
軌道上で常に発電面が太陽を追尾し同時に送電面が地上を向くような大型の
システムの構築にある。そこで本システム検討では、技術的実現性とロバスト
性に問題のある太陽追尾をやめ、そのために減少する取得エネルギーは低コス
トで長寿命の太陽電池の発電面の増加で補償するという新しい発想に基づく
テザー型発送電一体方式太陽発電衛星を検討の対象とした。このコンセプトの
太陽発電衛星は、太陽追尾タイプよりエネルギー取得効率は劣るが、構築と運
用の観点から技術的に充分実現可能なシステムである。本検討では原理的には
無制約に拡張でき、メンテナンス性にも優れた図 I-8 に示すようなマルチバス
方式のテザー型太陽発電衛星を参照モデルとして、構造・ダイナミクスの検討、
熱的な検討、及び電力システムとしての検討を行い、宇宙太陽光発電システム
構想をまとめた。また、実用システム、軌道上実証・実験システム、地上デモ
ンストレーションシステムの構想を実現するために必要な主な技術課題と各
技術課題に対する開発戦略、及びそれらを時間軸上に展開したシステム開発計
画を検討した。
（ア）システム構想
a) 実用システム
テザーSSPS は平面状の発送電一体型パネルをテザーで吊って安定させるタ
イプの SSPS である。テザーSSPS は図 I-6 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。
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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、図 I-7 に示すようなシングルバス方式と、
図 I-8 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 I-9 にマルチバス型テザーSSPS の運用構想図を示す。
バスシ ステ ム

2 〜1 0 km

発電面
10 0 m

95 m

送電・ 発電面（ 下面）

マイ ク ロ波

図 I-6

テザーSSPS のユニット

図 I-8 多数のテザーユニットを
マルチバス方式で接続して

図 I-7 多数のテザーユニットをシング
ルバス方式で接続して構成するテザーSSPS

図 I-9

構成するテザーSSPS
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マルチバス型テザーSSPS の
運用構想図

実用型の SSPS としては出力変動型（SSPS に蓄電機能を持たず太陽角に応じ
て送電電力が変化するタイプ）と出力一定型（SSPS に蓄電機能を持ち太陽角が
変化しても送電電力を一定に保つタイプ）の２種類が考えられる。バス分離
型・出力一定型の場合について、そのシステム性能を表 I-3、送電システムを
表 I-4 および図 I-10、建設シナリオを図 I-11 に示す。
表 I-3

1GW 級テザーSSPS の例（出力一定型、5x5 バス統合型）の例

発送電一体型パネルを 100 本のテザーワイヤーで吊り下げ
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）
ユニットアセンブリ／システム 25(5x5)ユニットアセンブリ／システム
バス間距離
356 m、衝突しないためのテザーの傾き角度 4 度以内
システム
パネル寸法
テザー長
全重量

ユニットアセンブリ
ユニットアセンブリ寸法
重量
ユニット/ユニットアセンブリ

テザーテンション

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（内側の
96 本はスラックさせる）
500 m x 475 m x 0.02 m
1010 トン
25(5x5)ユニット／ユニットアセンブリ
54 gw （1 本）

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
ユニット
ユニットパネル寸法、重量 100 m x 95 m x 0.02m（輸送時 5m x 10m x 3.8m）、40 トン
構造ユニット/ユニットパネル
3,800 (20x190)構造ユニット/ユニットパネル
テザーテンション
2 gw （1 本）
マイクロ波出力
2.1 MW
構造ユニット
発送電一体型パネル（構造の最小単位）
構造ユニット寸法、重量 5 m x 0.5 m x 0.02 m, 10.625 kg
モジュール／構造ユニット 10 モジュール/構造ユニット
モジュール
モジュール寸法、重量
モジュール総数
発電機能
送電機能

発送電一体型パネル（電気の最小単位）
0.5 m x 0.5 m x 0.02 m, 1.0625 kg
38,000 モジュール/ユニット、総数 2375 万モジュール
118 W 最大
55.5 W 一定

マイクロ波周波数
5.8 GHz
レクテナでの最終出力（DC）1 GW（一定出力）
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表 I-4
事項
モジュールサイズ
サブアレイサイズ
モジュールの
サブアレイ数
サブアレイの
アンテナ数
モジュールの
アンテナ素子数
アンテナ間距離
サブアレイ間距離
ビーム方向
制御方式（案）

ビーム方向
制御方式（案）

送電システム

設計案
備考
0.5m x 0.5m x 0.02m展開パネルのサイズと同じ、出力 55.5W
12.5cm x 12.5cm サブアレイのビームの半値幅 24°
（1/2.4 rad）
16
サブアレイの配列は 4 x 4
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
各アンテナの出力 0.22W

256
3.125 cm
（0.6λ）
12.5 cm
（2.4λ）
位相共役アナログ
レトロ方式

サブアレイ化しない時はグレーティングロー
ブなし
グレーティングローブ約±25°
（ビーム振れ角 0°近傍）
例えば UCLA 伊藤教授の案。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。原振
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 モジュール毎に到来波の方向を検知しソフト
ロ方式
ウエアによりサブアレイ単位で位相制御。原
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。

サブアレイ ４ｘ４アンテナ（0.125ｍｘ0.125ｍ）
送信アンテナ
送信受信共用アンテナ
構造ユニット 0.5ｍｘ5ｍ（構造最小単位）

モジュール 0.5ｍｘ0.5ｍ

１ユニット（100ｍｘ95ｍ）

ユニットアセンブリ（500ｍｘ475ｍ）

図 I-10

システム（2500ｍｘ2375ｍ）

送電システムの階層構造
17

1 0 km

積み 下ろ し

9 5m
100 m
テ ザ ーSPSの 自動 展開

ロ ボ ッ ト によ る 本体 への
テ ザ ーSPSの と り つけ

低高 度軌 道か ら 静 止
衛星 軌道 への 輸送
軌道 間輸 送機

貨物 積み 替え
再 使用 輸送 機

地上 から 低高 度軌 道へ の輸 送

図 I-11

テザーSSPS の建設シナリオ
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b) 軌道上実証・実験システム
SSPS の成否を握る最大のキー技術である軌道上から地上へのマイクロ波送
電技術は、現段階でもチャレンジングな未踏技術ではあるが、その中枢となる
要素技術は小型衛星（kW 級）ないし大型衛星（100kW 級）を用いて検証するこ
とが可能である。小型・大型衛星で実証された中枢技術は、より本格的な実証
プラント(10MW 級)、さらには実用システム（1GW 級）に発展していくべきもの
である。
１）小型衛星
我が国では、SSPS に関わる観測ロケットを用いた宇宙実験が過去 3 回行われ
ている。いずれも世界初の実験として評価されている。
・ 電離層とマイクロ波の相互作用研究(MINIX)(1983)
・ マイクロ波送電実験(METS)(1994)
・ S-310-36 号機レトロディレクティブ実証実験(2006)
MINIX はマグネトロンを用いた 800W 級大電力マイクロ波と電離層プラズマ
との相互作用実験、METS はフェーズドアレイを用いた親子ロット間の電力伝送
実験、S-310-36 号機実験は地上からのパイロットビームによるマイクロ波の位
相制御実験である。小型衛星による衛星軌道上から地上への電力伝送実験はこ
れまでの観測ロケット実験の次のステップの実験であると位置づけられる。国
内外で、電力衛星(日本、ヨーロッパ)やスペースシャトルによるマイクロ波送
電実験（米国）の検討は行われたことがあるが、軌道上実験の実施までには至
っていない。
小型衛星実験では、軌道上でなければ実証出来ない課題である衛星軌道上か
ら地上目標点へのマイクロ波電力伝送技術について実証を行う。
図 I-12 にそのコンセプトを示す。
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実証実験衛星

電離層

マ イ ク ロ 波電力ビ ーム

パイ ロ ッ ト 信号

パイ ロ ッ ト 局

受信ア ン テ ナ

図 I-12

小型衛星によるマイクロ波電力伝送実験のコンセプト

①小型衛星による実験の目的
本実証実験では以下の 3 項目の技術課題について実証と評価を行う。
・ マイクロ波ビ−ム制御能力実証（地球低軌道上で揺動するアンテナから放
射されるマイクロ波のパイロット信号への追随能力）
・ マイクロ波の電離層通過実証（パイロット信号の位相擾乱と主ビームの非
線形現象の評価）
・ 不要波の抑圧レベル評価（既存の通信インフラに対する電磁適合性の実証）
②実験概要
実験のコンフィギュレーションを図 I-13 に示す。リソースにより、2 つのオ
プション（Option A, Option B）が考えられる。Option A は低電力送電パネル
構体取り付け型（700W クラス）、Option B は高電力発送電一体型パネルテザー
伸展型（2800W クラス）である。
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(a) Option A 低電力送電パネル構体取り付け型（700W クラス）

(b) Option B 高電力発送電一体型パネルテザー伸展型（2800W クラス）
図 I-13 搭載配置図
２）大型衛星
高度 370km に投入する衛星の 17.6m x 16m のパネル（アンテナの実効サイズ
は 16m x 16m）からマイクロ波送電実験を行う。H-ⅡA ロケット１機で実現で
きることを前提とする。ロケットは低軌道 15 トン投入タイプを想定する。衛
星システムは、図 I-14 に示すようにロケットの第 2 段（約 3.1 トン）を姿勢
安定用マスとして使用し、トラス及びテザーで発送電一体型パネルと接続した
重力安定型とする。バス部はトラス上で全系の重心点に取り付ける。姿勢安定
用マス部（H-ⅡA ロケット第 2 段と展開機構の合計）3.7 トン、バス部（バス
部システムと展開機構の合計）1.2 トン、トラス部（バス部の上側と下側の合
計）200kg、パネル部 13 トンが重量配分の目安である。発送電部の電力比重量
21

は、現段階では 30 g/W〜90g/W（熱構造を含む）の値を設定値として用いてい
る（アレイ電力合成出力 100〜300kW に対応）。表 I-5 に大型衛星による実証実
験の概要をまとめる。

10.7 m

マス部 (3700kg)

トラス部 (上下計 200kg)
30 m

y

バス部 (1200kg)

7.7 m

進行方向 x

O
z

パネル部 (13000kg)
16 m
17.6 m 地球方向

図 I-14
表 I-5

0.1 m

システムコンフィギュレーション

大型衛星による実証実験の概要（280kW 出力ケース）

外形寸法

40.8m x 17.6m x 16.0m

パネル構成

折り畳みパネル 0.8 m x 4 m x 0.1 m 88 枚
電力モジュールは 80 枚に装着）
0.8 m x 0.8 m x 0.1 m 5 モジュール／パネル

モジュール総数

400

総重量

18,100 kg

発生電力

36 kW max (90 W/モジュール)

送信電力

280 kW (700 W/モジュール、1.12 W/素子)

蓄電能力

100 Wh

ビーム制御方式

レトロディレクティブ方式

マイクロ波周波数

5.8 GHz

マイクロ波素子数

250,000 素子（625 素子／モジュール）

実験運用

最大電力放射 16 秒、10% 電力放射 4 分

システム構成

パネル、トラス、テザー、エンドマス

姿勢制御

重力勾配力による受動制御

実験高度

370 km

レクテナ

パラボラ集電

レクテナ出力

15 kW (径 500 m)
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①パネル構造
発送電一体型パネルは、図 I-15 に示すように、0.8m x 0.8m のモジュール 5
枚から構成される構造ユニット（4mx0.5m）88 枚で構成される。パネルの大き
さは 16mx17.6m である。
１７．６ｍ（０．８ｘ２２枚）

トラスとのインターフェイス

１６ｍ（４ｍｘ４枚）

０．８ｍ

４．０ｍ

図 I-15

発送電一体型パネルの構成

②実験運用
打ち上げ後高度約 370km でバス部（ロケット第 2 段）と発送電一体型パネル
を 4 本のテザーをつけたまま分離する。第２段ロケットを約 30m 分離した後、
発送電一体型パネルを二次元展開する。図 I-16 にその分離・展開シークエン
スを示す。実験は図 I-17 に示すように、地上受電局の上空通過の 2 分前から
最大出力の 10%での実験を開始し、天頂で約 17 秒の最大出力での送電実験、そ
の後約 2 分間で 10%出力実験を行う。
ＭＥ Ｔ ０

打ち 上げ
軌道高度 3 7 0 km

ＭＥ Ｔ １

バス シ ス テ ムチェ ッ ク ア ウト
地球指向

コ ン ピ ュ ータ 制御に
よ る マイ ク ロ 波送電
実験
最大出力の1 0 %

ト ラ ス 展開

地上から のパイ ロ ッ ト
信号制御によ る マ イ ク
ロ 波送電実験 ( ±1 0 û)
最大出力
-8 sec

-2 m in

０

+ 8 sec

コ ン ピ ュ ータ 制御に
よ る マ イ ク ロ 波送電
実験
最大出力の1 0 %
+ 2 m in

地心
ＭＥ Ｔ ２

パネル展開

ＭＥ Ｔ ３ 〜

軌道調整

ＭＥ Ｔ ３ ０

実験チェ ッ ク ア ウト

ＭＥ Ｔ ３ １ 〜

マ イ ク ロ 波送電実験

飛行方向

地心

3 7 0 km

マイ ク ロ 波
待機

地上レ ク テ ナ
9 0 0 km

図 I-16

打ち上げから初期運用のシナリオ
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図 I-17

9 0 0 km

送電実験のシナリオ

c) 地上デモンストレーションシステム（地上試験用発送電一体型パネル）
１）コンセプト
①技術的に新しい一歩（世界ではじめて）、大出力＋位相制御＋ある程度の電
力効率
②ヘリコプター、気球あるいは高低差のあるダム等で電力伝送実験（地面から
の反射を避ける）
③数 kW 級小型衛星、数十 kW 級中型衛星、数百 kW 級大型衛星による軌道上実
証実験に技術的につながる試作（搭載機器のブレッドボードモデルとしての
位置づけ）
２）技術的目標
3kW 級、レトロ、40〜50%効率（世界ではじめての規模、性能）
軌道上実証実験用モジュールに必要な全ての機能を持つ
３）試作内容
リファレンスモデル： 280kW 級モデル、16m x 16m 発送電一体型パネル
試作システム規模：1/100 モデル（2.8kW 級、1.6 m x 1.6 m x (2〜10)cm 厚）
使用周波数： 5.8 GHz（2.45GHz はオプション）
ビーム拡がり角：5.8GHz の場合、約 4°のビーム形成（100m 伝搬で約 7m 径）
システム構成： 4 モジュール構成
モジュールサイズ： 0.8 m x 0.8 m
モジュール重量： 30 kg（目標）（全システムで 40g/W）
モジュール接続： モジュール間可動ヒンジ（±20°設定、マニュアル）
4 モジュールを支持し自立する枠構造（総重量 120kg 保持）
モジュール電力： 700 W（高出力モード）、70 W（低出力モード）
アンテナ素子数： 676（26x26）/モジュール、
放射電力： 1.04W/アンテナ素子
サブアレイ： 2x2 アンテナ（同一位相）
マイクロ波アンプ出力： 1.04W（最大出力 1.5W 能力）、効率 50%
マイクロ波アンプ数： 676/モジュール
位相制御：
4 ビット、MEMS 適用、損失 6dB（目標）
レトロ方式： ソフトレトロ（ハードレトロはオプション）
パイロット受信アンテナ： 5 ヶ/モジュール
運用： 1 分間*（高出力モード、典型値）
一次電力： 1800W/モジュール（総合効率 40%）
バッテリ容量： 180Wh/モジュール(DOD20%運用、10C 放電)
排熱： 空冷（パッシブ）、空冷が可能なように運用時間に制約＊
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４）技術試験の内容
軌道上実証実験を模擬した電気性能試験
５）デモンストレーションの実施
ヘリコプター、気球、ダム施設等での 10m〜100m 級垂直送電実験
離島間実験（ハワイなど）、山岳（レユニオンなど）
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（イ）技術課題
実用システム、軌道上実証・実験システム、地上デモンストレーションシス
テムの構想を実現するために必要な主な技術課題を検討した。
a) 構造・構築技術
SSPS の構造関連技術は，大きくは以下の 5 つが挙げられる。これらは密接
に関連し、最終的な SSPS システム設計時には、同時に開発されるべき課題で
ある．
・軽量大型面構造
・展開技術
・熱変形補償
・構築技術 （ランデブードッキング技術、軌道上部材組立技術含む）
・メンテナンス、解体技術
１）軽量大型面構造
大型面構造で，面密度や収納効率の目標値を実現しうる構造様式の検討が早
急に必要である。
２）展開技術
技術伸展マスト、インフレータブル等が代表的な技術として挙げられ、展開
信頼性と展開機構の重量及びサイズが主要な留意点である。
３）熱変形補償技術
構造各部の温度差は大規模な構造変形につながりやすく、熱変形を各モジュ
ール単位で補償する機構が必要となる。
４）構築技術
軽量大型面構造、展開技術に依存性の強い項目である。モジュール間の結合
技術に加えて、ランデブードッキング技術、軌道上部材組立技術も含まれる。
５）メンテナンス、解体技術
耐用年数及びスペースデブリの問題を考慮すると、SSPS を実現するためには
必須の検討項目であるが軽量大型面構造、展開技術に強く依存する。
以上、代表的な 5 つの関連技術を挙げたが、依存関係を考慮すると、最も優
先的に検討すべき課題としては、軽量大型面構造が考えられる。
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b) 発送電技術
SSPS に必須なのは「超巨大」
「高効率」
「高精度」
「軽量」
「安価」フェーズド
アレー技術にある。フェーズドアレーとはアンテナ素子から放射される電磁波
の振幅と位相を制御し、放射電磁波を空間で合成することで任意のビーム形状
を形成するアンテナであり、実際のフェーズドアレー開発となると、近年よう
やく実現化されたという段階である。
１）マイクロ波増幅器
より高周波で動作する新しい半導体を開発し、その上で半導体の深い理解に
基づいた回路設計を行うことが超高効率の実現に必要である。現在最も期待さ
れている新しい半導体がワイドバンドギャップと呼ばれる GaN である。今後出
力 1W 程度で 100GHz 程度までの高周波用の GaN の開発が期待される。
GaN は結晶、プロセス技術に、未熟さゆえの課題はまだ多い。電流コラプス
と呼ばれる未解明の物理現象の解明や実装技術、信頼性等の技術的な課題もあ
る。
２）アクティブ集積アンテナ AIA
アクティブ集積アンテナ AIA とは半導体増幅器等のアクティブ集積回路とア
ンテナが一体構造となったマイクロ波システムである。通常マイクロ波機器の
開発ではアンテナはアンテナで開発し、回路は回路で開発し、それぞれの入出
力インピーダンスを整合させることで最終的に一体化させているが、AIA では
アンテナと回路を一体開発を行うことにより、より高機能を持った小型マイク
ロ波アンテナ/回路を開発することが可能となる。
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c) 受配電技術
当該課題は大きく４種類に分けられる。
「高効率アンテナ」、
「整流回路」、
「レ
クテナに関する EMC 問題」、「その他周辺技術」である。
今後の研究開発戦略としてこれらの中で重要なコア技術となりうるものに
ついて図 I-18 に網掛けで示す。配電技術の研究開発のためには、こうした基
礎的ではあるが重要な技術について開発を行っていくことが必要である。
レクテナ技術
高効率アンテナ

整流回路

素子アンテナ技術
ダイポールアンテナ
マイクロストリップアンテナ

その他周辺技術

ダイオード(整流素子)

レクテナによるEMC 評価法

偏波多重化

CWC（整流器）

レクテナによるEMC 回避手法

レクテナアレーの接続による効率低下

フィルタ

レクテナが受けるEMC問題

配電技術

アレーアンテナ技術

入力フィルタ

開口面アンテナ技術

出力フィルタ

アンテナ構築技術

レクテナに関するEMC問題

商用網接続技術
技術デモンストレーション

レクテナ効率測定法
高効率整流回路(F級類似 )
マイクロ波回路設計

図 I-18

受配電技術に関する重要なコア技術

d) メンテナンス技術
メンテナンスに必要とされる技術は多くの場合 SSPS の建設技術と重複して
いるが、ここではメンテナンス特有技術について必要な研究開発を検討した。
メンテナンス作業のコンセプトを図 I-19 に示す。
１）ユニット、バス部の取り付け、取り外し
・すでに構造物の一部となっているパネル及びバス部をユニット単位あるいは
バス単位で脱着する技術（ラッチ、アンラッチ）
２）テザーワイヤーの補修
・切断したテザー端の検知、捕捉技術
・補修用テザーと切断テザーとの接続技術
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３）燃料管理、移送
・ロジスティック設備（倉庫）にある燃料タンクへの軌道維持モジュールのド
ッキング
・燃料タンクから軌道維持モジュールへの燃料の移送技術
４）予備品の長期保管技術
・閉鎖空間であるシールドコンテナへの物資保持と出入り制御
５）レクテナユニット交換技術
・構築とメンテナンスの観点から最適化されたレクテナのユニット構成と交換
技術（レクテナユニットの交換のために全体の受電を停止しなくて済むよう
なシステム）
６）発電所運用・管制技術
・軌道上／地上設備を統合した保安、運用監視、最適化運用制御技術
これらの技術の内、1)〜4)は SSPS に限らずより広範な人類の宇宙活動に応
用可能な技術である。特に 1)と 3)の技術は汎用性も高く SSPS のシステム設計
にも反映すべき技術であることから早期の研究着手が望まれる。

図 I-19

メンテナンス作業のコンセプト
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（ウ）システム開発計画
2030 年から 1GW 級の SSPS の建設を本格的に開始することを目指した場合の
開発計画の案を図 I-20 に示す。この計画では SSPS の中枢技術の小型衛星及び
大型衛星を用いた軌道上実証を 2015 年までに完了し、2015 年から実証プラン
トの開発を行い、2030 年までに商業 SSPS を軌道上に建設するための全ての準
備を完了することとしている。2030 年までに、技術的な研究開発を完了するだ
けではなく、経済的な評価、環境評価、社会的な受容、マイクロ波送電のため
の周波数の割り当てなどを含む法律的準備、国際調整などの実用化のための社
会的な準備も全て完了させる必要がある。

図 I-20

2030 年の実用 SSPS のシステムの開発着手を目指した SSPS 開発計画

図 I-20 のシステム開発計画を実現するために、基礎研究フェーズ（2015 年
まで）で取り組むべき研究開発シナリオを図 I-21 に示す。小型衛星による実
証実験を実施するためには、2009 年までに軽量のパネル構造、30m 級テザー伸
展技術、マイクロ波の軽量電力増幅・位相制御技術が必要である。また大型衛
星による実証実験を実施するためには、2011 年までにさらに軽量のパネル構造、
10m 級パネル展開技術、さらに先進的なマイクロ波の軽量電力増幅・位相制御
技術が必要である。本シナリオでは、発送電一体型パネルをベースとした民生
応用も 2010 年頃から始まることを想定している。
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図 I-21

基礎研究フェーズの研究開発のシナリオ
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Ⅱ．無線送受電高効率化技術
（１）送電部
マイクロ波無線電力伝送に用いるフェーズドアレーには、
・低コスト汎用移相器が必須であり、増幅/発振／アレー間まで含めた位相制
御が重要である
・より高周波で動作する新しい半導体を開発し、その上で半導体の深い理解
に基づいた回路設計を行わなければ超高効率の実現ができない
・これまでの手法では高性能高コスト体質は改善されないため、更なる低コ
スト化のために、厳密すぎるハードウェア開発を緩和するためのソフトウ
ェアによるハードウェアの補完技術が重要
等の認識がもたれている。
フェーズドアレーは大別すると①マイクロ波発振/増幅器、②移相器、③アン
テナ、から構成される。ワイドバンドギャップ半導体、特に GaN という新デバ
イスを用いたマイクロ波発振/増幅器と、F 級増幅方式という高調波合成を用い
た高効率増幅方式、更に RF-MEMS を用いた移相器が近年最も注目される技術
である。アンテナとマイクロ波発振／増幅器＋移相器を一体化したアクティブ
集積アンテナ AIA もフェーズドアレーを発展させるために大変注目されている。
（図Ⅱ−１）

移相器制御、アンプ電力系統層
アンテナ層
+回路層
(上図)

図Ⅱ−１

Q-Band (36-46GHz)
4 mil GaAs wafer
3 bit digital phase shifter
14dB amplifier
1λ間隔phased array

薄型フェーズドアレーの開発例
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（ア）F 級マイクロ波増幅器
FET や HEMT という半導体を用いたマイクロ波増幅器は、その回路形式によ
って効率が変化する。一般に増幅器の回路形式は同じ回路形式でドレインのバ
イアス点を変化させることで A 級、B 級、C 級とする方式と、これらの回路の
出力側に共振回路等を取り付け、さらに高効率化を図る D 級、E 級、F 級といっ
た方式に 2 種類に大別される。増幅回路の基本は A 級、B 級、C 級であり、C
級は電流ひずみが大きすぎるためあまり使われることはなく、理論最大効率（ド
レイン効率）50%である A 級か、理論最大効率（ドレイン効率）78.5%である B
級か、もしくはその中間である AB 級がよく用いられる。当然実際の回路は理論
効率よりも低い効率しか実現できないため、宇宙太陽光発電システムで仮定す
るような 85%以上の効率を実現するためには D 級、E 級、F 級といった外付け
共振回路を用いる方式にならざるを得ない。特に F 級増幅器は理論効率 100%が
実現可能とされ、宇宙太陽光発電システムの検討ではいつも検討される方式で
ある。実際の開発例では 1.9GHz の F 級増幅器で最大 PAE 72.6%、最大ドレイン
効率 80.1%というものもある。
F 級増幅器は、これまでは効率を下げる様々な要因のために回路開発が難しか
った。現在は以下のような高効率増幅器を実現するためのステップで F 級増幅
器が実現しつつある。
①半導体チップの改善
・エピ構造、デバイス構造、平面合成電極
・動作周波数の 7 倍以上高い周波数での動作能力が必須
②半導体デバイスモデリング
・深いデバイス物理知識と最先端の計測技術を組み合わせたノウハウ
の固まり
・パラメータ抽出費用 : 1,500 万円/デバイス構造(米専門企業例)
③シミュレーション技術
・３次元電磁界 / 半導体デバイス / 熱特性同時解析 / ハーモニック
バランス / システムシミュレーション
④低損失回路基板の開発
・軽量低損失樹脂基板技術等
⑤高調波処理回路設計試作技術の確立
・低損失、小型設計技術が鍵
ステップ⑤の回路技術が重要視されがちであるが、マイクロ波無線電力伝送
に用いるような超高効率 F 級増幅器の実現のためにはステップ①から③の半導
体パラメータの理解と設計へのフィードバックが最も重要である。F 級で用いる
FET は、高調波を有効利用しなければならないために動作周波数の 7 倍以上の
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周波数でもきちんと動作しなければ F 級として動作しない。つまり、5.8GHz、
85%以上の F 級増幅器を開発するためには 40.6GHz 以上で動作する FET を用い
なければいけないということになる。現在の FET の周波数特性では、2GHz 以下
では高効率化もはかれるが、5.8GHz となると高調波処理が難しくなり、これ以
上の高効率化が難しい。さらにそのような高周波動作 FET を用いたとしても、
そのパラメータを正確に抽出し、シミュレーションによる回路設計へとつなげ
なければ十分高効率化することは難しい。つまり、より高周波で動作する新し
い半導体を開発し、その上で半導体の深い理解に基づいた回路設計を行わなけ
れば超高効率の実現ができないということになる。現在最も期待されている新
しい半導体がワイドバンドギャップと呼ばれる GaN である。
（イ）GaN ワイドバンドギャップ半導体を用いたマイクロ波増幅器
マイクロ波無線電力伝送用のマイクロ波増幅器は大別すると前段のプリアン
プと後段の HPA(High Power Amplifier)となるが、プリアンプは既存のシリコン
LSI や GaAs 技術で実現可能であろう。しかし、HPA は既存のものよりも高効率
(70-90%)が求められるため、現在研究が進んでいるワイドバンドギャップ半導体
である GaN が期待される。また、高効率化のためには回路方式として F 級増幅
方式が求められるが、5.8GHz の F 級アンプ用トランジスタの要求性能は、5 次
の高調波まで処理をするとすれば、30GHz で数 dB のゲインがあり、かつ数 W
の出力が出せることである。
高効率の F 級増幅器には動作周波数の 7 倍以上の周波数でもきちんと動作し
なければこれまで以上の高効率化は望めない。逆に、宇宙太陽光発電システム
の送電アンテナ（約 39 億素子）から 1.3GW の電力を放射するためには 1 素子あ
たり 0.33W 程度のマイクロ波で十分であるため、現状以上の大電力化は不要で
ある。現在 GaN の能力は携帯基地局用の 2GHz で 230W 出力、C 帯 1 チップで
174W、2 チップ合成で 220W というところまで来ている。しかし、大出力のマ
イクロ波増幅器は、素子数の減少とそれに伴う低コスト化、さらに出力対重量
比の軽量化に大きく寄与するものの、グレーティングローブを発生させないた
めに増幅器の後段に電力分配器と、現状では高損失の移相器を挿入しなければ
ならない。この問題はマイクロ波管が近年の宇宙太陽光発電システムで採用さ
れにくい原因の一つと同一であり、このような大電力化はフェーズドアレーと
しては最善の方向性とはいえない。GaN は現状 200GHz 以上の周波数特性 fmax
を実現している。GaN 研究者も準ミリ波通信やミリ波 MMIC という高周波応用
に期待しており、今後出力 1W 程度で 100GHz 程度までの高周波用の GaN の開
発が期待される。
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（ウ）フェーズドアレー技術課題まとめ
マイクロ波送電のための宇宙太陽光発電システム用フェーズドアレーの技術
課題をまとめると以下のようになる。
①宇宙太陽光発電システムというシステムの実現のためには「超巨大」
「高効率」
「高精度」「軽量」「安価」フェーズドアレー技術が不可欠であるが、民生用
フェーズドアレー技術はまだ高コスト体質である。
②宇宙太陽光発電システム実現のためにはまず安価なフェーズドアレーを実現
するための開発研究を行い、通信やレーダーへの技術のスピンオフを行いな
がら宇宙太陽光発電システムへとつなげる姿勢が重要である。
③F 級増幅、GaN、MEMS、AIA という最新フェーズドアレー技術は今後も発展が
期待されるが、フェーズドアレー実現のモチベーションの高さから言って宇
宙太陽光発電システム研究が牽引すべき技術である。
④実際に安価薄型フェーズドアレー試作と新しい半導体試作は実施可能であり、
今後はマイクロ波無線電力伝送用の新らしいフェーズドアレー試作を進める
べきである。
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（２）受電部
（ア）整流素子の課題
無線受電用の整流アンテナ（レクテナ）システムでは、高い変換効率を達成する
ために、レクテナ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Ⅱ−２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
方式が採用されている。この自己バイアス整流方式を採用しても整流ダイオード（整
流素子）の特性によっては自己バイアス整流方式の能力を最大限に発揮することが
難しく、高い変換効率は達成できない。

基本波を通過
高調波をブロック

基本波及び高調波
をブロック

図Ⅱ−２

自己バイアス整流方式レクテナ

ダイオードの特性上のパラメータを図Ⅱ−３に示すが、自己バイアス整流方式で
高い変換効率を得るためには、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 等が整流ダイオードに要求されることになる。

Rs
Rs

Vbi

： オン抵抗

Vbi ： 立上り電圧
Vbr ： 逆耐電圧

Vbr

図Ⅱ−３

ダイオードのパラメータ
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レクテナが直並列接続されるレクテナアレー中でレクテナ素子が動作すると
き、単体での動作と比べて整流ダイオードの逆電圧特性の劣化が著しく、出力
電圧を耐電圧付近で使用する場合、破損が生じる可能性が極めて高く、レクテ
ナの安定動作のためには相当に低い電圧で動作させることが必要である。この
ことから、受電部の高効率化のためにはレクテナに適した整流素子（ダイオー
ド）の開発が必要である。

（イ）高効率整流素子案
上記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、物性面、プロセスの成熟度から見て最も有望な材料と考えられて
いる（
「レクテナ用整流ダイオードに関する調査」、平成 17 年度、宇宙航空研究
開発機構）。
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、相反する要求を同時に満足する GaN 系ショットキ
ーダイオードの案が示されている（図Ⅱ−４参照）。

アノード

電極① ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ
カソード
電極②
絶縁膜
ｵｰﾑ性
電極

電極① （熱処理）

電極② （未熱処理 ）

AｌGaN/GaNのしきい値電圧

AlGaN
GaN

R小

基板
図Ⅱ−４

GaN 系整流素子（ショットキーダイオード）案

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
ぶことにより、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
ることを有効に抑制し、低いオン抵抗(Rs)と高い逆方向電圧(Vbr)を実現する、
としている。
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（ウ）開発目標
①送電部
当面の無線送受電技術の実証においては、既存のフェーズドアレー技術
（GaAs 素子）で送電部システムの開発を進めつつ、次ステップに備えて GaN
ワイドバンドギャップ半導体素子の開発を進めるのが実際的である。
②受電部
GaN を用いた整流素子を開発しつつ、高効率の受電部を構築する。
③効率目標
システムと連動した送受電部の効率改善目標を、図Ⅱ−５に示す。

分野

送電技術
(DC-RF)

現状

FY2010〜2015
(STEP1)

FY2016〜2020
(STEP2)

FY2021〜2025
(STEP3)

FY2030以降

フェーズ

屋内実験

屋内／屋外実験

宇宙実証（小型）

宇宙実証（大型）

宇宙実用

技術戦略マップ
(ﾏｲｸﾛ波送電技術)

３０〜４０％
（半導体）

―
1kW級送電

―
1〜5kW級送電

―
100kW級送電

８０％以上

６０％(GaAs)

８０％
(F級、GaN）

８０％

８０％以上

無線送受電
高効率化技術
（送電部）
受電技術
(RF-DC)

技術戦略マップ
(ﾏｲｸﾛ波受電技術)
無線送受電
高効率化技術
（受電部）

４６％(1)
（GaAs）

８０％(F級、GaN）

５０〜７０％

―

９０％

低コスト化

９０％

７０％(2)
（GaAs）

８５％
（GaN）

９０％

９０％

９０％

(1) 「マイクロ波による情報通信・電力伝送用電源・アンテナ一体型パネルの開発に関す
るフィージビリティスタディ」（平成 15 年度、機械システム振興協会）
(2) 「作業用ロボットへのマイクロ波送電および通信技術に関するフィージビリティスタ
ディ」（平成 18 年度、機械システム振興協会）

図Ⅱ−５ 送受電部の効率改善目標
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Ⅲ．無線送受電ビーム制御技術
（１）ビーム制御系
マイクロ波無線エネルギー伝送では、効率よく電力を伝送するために、高い
ビーム制御精度が要求され、送電部アンテナから放射されるマイクロ波は受電
部アンテナ（レクテナ）中心に対して、メインビーム幅の 1/10 程度以下に制御
する必要がある。このためビーム制御精度は無線エネルギー伝送システム
（Fresnel 距離間伝送）では、図Ⅲ−１に示すように距離に依存する。

送電距離と必要ビーム制御角度精度の関係
ビーム誤差 ΔB(°）

10

1
1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

角度

0.1

0.01

地上送電可能距離
16ｋｍ以下

宇宙太陽光発電
0.001

0.0001
距離（ｍ）

図Ⅲ−１

送電距離と必要ビーム制御角度精度

SSPS で用いるマイクロ波エネルギー伝送には、DC-RF-送電-RF-DC トータル変
換効率 50%以上の高い効率と同時に、フェーズドアレーを用いた 0.001°以下の
ビーム方向制御が必要となる。これは直径数 km の受電レクテナサイトからのず
れ許容値を 1km 以下として 36,000km 送電した場合の角度精度である。この要求
は発電所として利益を上げるために必要な数字とされている。この精度を SSPS
では数億とも数十億ともいわれる素子数のフェーズドアレーを用いて実現する。
SSPS や移動体への/からのフェーズドアレーを用いたビーム方向制御を行い、マ
イクロ波でエネルギーを伝送するためには目標位置推定及びビームフォーミン
グの精度が重要となる。その手法には様々なものがあるが、大きく分けて、目
標からのパイロット信号を用いて目標位置推定とビームフォーミングを同時に
行う「レトロディレクティブ方式」と、何らかの手法を用いて目標位置を推定
し、その情報を元に移相器を制御してビームフォーミングを行う方式とが存在
する。後者のうち、パイロット信号を用いて目標位置を推定する手法の場合は
広義でのレトロディレクティブ方式であるということで「ソフトウェア・レト
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ロディレクティブ方式」と呼ぶことがある。
一般にフェーズドアレーにおける各素子の位相誤差とビーム方向誤差は以下
の式で表される。
 2 

または、

4 2

(参考文献[1])

 D

N
cos 0 
 

2
12

(参考文献[2])
N3
2

( 2.2.2)

(1)

(2.2.1)

(2)

ここでσθはビーム方向誤差、N は素子数、σは各素子の位相誤差、λは波長、
D はアンテナ開口径、θ0 はビーム方向(度)である。SSPS において(1)式では
N=51,590 (1 次元方向)、D=2,000m、λ=0.052m(5.8GHz)、 θ0=0°(正面方向)、
σ =5 ° と す れ ば σ θ =3.64 × 10-7 ° ≒ 0.23m @36,000km で あ り 、 (2) 式 で は
N=51,590 (1 次元方向)、σ=5°とすればσθ= 1.478×10-6°≒ 0.93m@36,000km
先となる。このように各素子での誤差が現実的な数字であっても十分 SSPS に必
要な精度が得られることがわかる。
フェーズドアレーの位相誤差σはビームの方向誤差には大きくは寄与しない
ため、通信では議論はこれで終わってしまうが、マイクロ波エネルギー伝送で
はさらにサイドローブの上昇とそれに伴うビーム収集効率の減少の評価が必要
である。平面フェーズドアレーにおけるレトロディレクティブ方式の検出誤差
とビーム収集効率減少の計算によると、全く位相誤差がない場合のビーム収集
効率に対し、5〜10%程度の減少で抑えるためには σ<5°程度が必要である。
位相誤差σはビームフォーミングの際の構造誤差、位相誤差、振幅誤差、素
子故障だけでなく、目標位置検出の際の誤差やマイクロ波の発生/増幅器の誤差、
位相基準の安定度に伴う誤差等、様々な誤差を全て含む。これらの誤差の現状
を調査した結果が図Ⅲ−２である。現状では地上⇒SSPS⇒地上のトータルで 20
〜25°の位相誤差が存在することになる。今後もこの現状を理解し、位相誤差
低減のための研究を続けて行く必要がある。
地上レクテナ

構造誤差 λ/30=12°以下??

位置情報

目標位置推定システム

By パイロット信号 or other
0.1°以下 (ソフトレトロ理論値)
(受信アンテナ数m間隔)
0.37°以下(ハードレトロアレイ全体)

位相/振幅情報
±3.5°以下
(無線, 2モジュール)

マイクロ波ビーム
発生 : 1°以下
制御 : 量子±5°(5-bit)
電気 3°

ビームフォーミング
(1) マイクロ波発生
(2) 位相制御
(3) 放射(アンテナ)

構造誤差 角度数度以下, モジュール間隔cm以下

図Ⅲ−２ SSPS マイクロ波送電システム現状誤差

40

（２） ビーム制御系構成
(ア) パイロット信号を用いた目標位置推定
a) レトロディレクティブ方式
レトロディレクティブ方式のビーム制御はコーナーリフレクターが基本と
なる。パイロット信号到来方向へ電波を送り返すためには、単純な鏡では反対
方向へ反射するだけであるので、図Ⅲ−３(a)のようなコーナーリフレクター形
状が必須となる。

図Ⅲ−３ (a)コーナーリフレクター,(b)Van Atta Array, (c) レトロディレ
クティブ方式(Sung et al, http://hcac.hawaii.edu/tcwct03/papers/s16p03.pdf)
鏡は到来方向+θに対し+θをそのまま与えるだけであるが、コーナーリフレ
クター2 回反射することにより+θに対し-θを与えることになり、到来方向へ
電波が送り返されるのである。
これをさらに進めたのが Van Atta Array である (図Ⅲ−３(b))。Van Atta
Array はパイロット信号受信用とビーム送信用でアレーアンテナの位置を 1 次
元対称に配置し、対称位置にある受信アンテナと送信アンテナを同距離で接続
することでパイロット信号の方向へビームを向けることができる。対称位置の
アンテナを利用することで+θに対し-θを与え、到来方向へ電波を送り返すの
である。
Van Atta Array は原理的に 1 次元ビーム制御しか行うことができず、応用性
は低いため、1960 年代にはヘテロダインミキサーを用いて位相共役を生成する
レトロディレクティブ方式が考案されている。ヘテロダインミキサーを用いた
レトロディレクティブ方式の基本回路は図Ⅲ−３(c)にあるように、局部発信器
の周波数とパイロット信号周波数をミキシングすることにより位相共役を作
り、同時に周波数変換を行ってマイクロ波ビームを目標へ向ける方式である。
位相共役回路によりビームフォーミングを行うため、レトロディレクティブ回
路には移相器が不要となり、コスト削減も期待できる。
通信用途にレトロディレクティブ方式が実際に開発され始めるのは半導体
技術が発達する 1980 年代以降である。様々な研究機関で通信用途のレトロデ
41

ィレクティブ方式が開発されている(図Ⅲ−４)。
(a)

(b)

(c)

(d)

図Ⅲ−４

様々な通信用レトロディレクティブ方式(位相共役回路)

(a) Queenʼs University (62-66GHz),
(b) Jet Propulsion Laboratory and University of Michigan (2001) (5.9GHz),
(c) UCLA (1995) (6GHz),
(d) UCLA (2000) (6GHz)

これらの通信用途のレトロディレクティブ方式は図Ⅲ−４(c)にあるような
局部発信器として 2ωO を備え、到来パイロット信号ωO とのミキシングで位相
共役を生成する方式であり、あまりバリエーションはない。アレーは 1 次元ア
レーがほとんどである。このタイプはωO と 2ωO の関係が不安定になる、つま
りパイロット信号の周波数もしくは局部発信器の周波数が不安定になると正
しい位相共役を作り出すことができず、ビーム方向に誤差を生じる。そこで
UCLA ではパイロット信号自身を周波数逓倍して局部発信器の代わりとし、それ
ぞれの周波数安定度に寄らずビーム方向を制御するレトロディレクティブ方
式も開発している。また、パイロット信号と送信信号が同じ周波数であること
が基本であるため、SSPS マイクロ波送電のように送電ビームの強度がパイロッ
ト信号よりもはるかに強い場合はこのままの方式では送受分離ができず、実現
できない。
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送受分離の問題と方向精度を通信よりも要求される SSPS マイクロ波送電シ
ステムを目指し開発されたレトロディレクティブ方式の位相共役回路のバリ
エーションは多い。京都大学/神戸大学/三菱電機で開発したパイロット信号と
してωt +Δω、ωt +2Δωの非対称の 2 周波を用いるレトロディレクティブ、
京都大学/日産自動車宇宙航空事業部（現 IHI エアロスペース）で開発した送
電用マイクロ波の 1/3 の周波数をパイロット信号として用いたレトロディレク
ティブマイクロ波送電器、USEF/三菱電機で開発した PLL 回路を用いたレトロ
ディレクティブ、通信と同じようなミキサー利用のレトロディレクティブも東
海大学や神戸大学、Texas A&M 大学等で開発されている。
これら過去に開発されたレトロディレクティブ方式では精度の議論がほと
んどない。唯一 USEF/三菱電機で開発した PLL 回路を用いたレトロディレクテ
ィブで精度の議論がなされており、「最大ビーム走査角±25deg の範囲内での
指向誤差は 0.37degRMS でビーム幅 8.4deg に対して約 1/22 ビーム幅以下と
なっている。これは同一送信周波数で開口径 1km のアンテナのビーム幅約
3.6mdeg で単純に換算すると指向誤差は 0.16mdeg となり、静止衛星軌道(軌道
高度約 36,000km)から送電した場合の地上での指向位置誤差で約 100m 相当と
なる。」とまとめられている。
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b) ソフトウェア・レトロディレクティブ方式
ソフトウェア・レトロディレクティブは方向検知回路とビームフォーミング
回路(＝移相器)に分けることができる。
レトロディレクティブ方式では送電目標 1 箇所にのみのマイクロ波送電しか
できないが、ソフトウェア・レトロディレクティブ方式では複数の目標に対す
るマイクロ波送電も可能であるという特徴を持ち、ビームフォーミングの際に
低サイドローブ化を含めて自由なビーム形成が可能であるという特徴がある。
マイクロ波送電や宇宙太陽光発電システムでの長距離の方向推定にはパイロ
ット信号が用いられ、受信アンテナで受信したパイロット信号の位相情報を計
測して目標の方向もアンテナ面の角度も同時に計測する。
パイロット信号を用いた方向検知は図Ⅲ−５のような幾何学計算で方向を計
算する。2 つのアンテナで受信する信号の位相差検出に関する理論式は以下の
ように与えられる。

 


D cos SN

(rad )

(2.2.4)

図Ⅲ−５ パイロット信号方向推定方法
ここでΔφ : 検出角度誤差、 λ:波長、 D:検出アンテナ間隔、 φ:到来方
向、 SN:SN 比である。
D=0.5λの場合の計算結果が図Ⅲ−６である。目標位置 0 度方向、SN=20dB と
いう誤差が図中でもっとも小さい場合でも 4°程度の誤差が存在する。１°の
ずれは、例えば 1km 先であれば約 17m に相当し、20km 先であれば約 350m に相
当する。このような理論的な検出誤差に加え、ハードとしての検出誤差も加わ
る。素子間隔を広げ、広義のレトロディレクティブ方式を高精度で行うために
は送電アンテナの形状、各アンテナの位置情報を正確に計測する必要があり、
そのトレードオフが必要となる。レトロディレクティブ方式を用いた目標位置
検出の精度向上のためには S/N 比の向上と素子間隔 D を広げた際のアンテナ位
置計測精度の向上が必要となる。
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図Ⅲ−６ 目標位置と S/N 比と検出角度誤差の関係(検出アンテナ間隔 0.5λ)
(イ) クローズドループによる方向推定
これらの手法以外に、マイクロ波送電ビームを受電側で測定し、そのデータ
を元に送電方向を制御する手法がいくつか存在する。
a) REV 法
1 つは REV(Rotating Electromagnetic Vector)法である（図Ⅲ−７）。フェ
ーズドアレー素子の各位相を順々に 360°回転して、ビーム振幅の変化を目標
位置で測定し、最終的にすべての素子の正しい位相を求める方法である。基本
的にはアンテナの校正法であるため、初期位相は無関係で、基準信号も不必要
となる。問題は素子数の増加に伴い時間がかかることである。また、振幅変化
を測定しなければならないため雑音に弱いという問題もある。
振幅を最大にする
地上での
最適ベクトルを計算
振幅が
変動

1素子だけ
位相回転

各アンテナの
位相ベクトル
素子を代え、すべての素子で繰り返し

最適解(最大振幅)で終了
図Ⅲ−７

REV 法の概念図
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b) SHARP 法
もう 1 つはカナダで行われた無燃料飛行機へのマイクロ波送電実験
SHARP(Stationary High Altitude Relay Platform)がその応用を目指していた
成層圏無線中継機システムで用いるために提唱された手法である。SHARP シス
テムで提案されているのは目標追尾には高度計と移相器の制御によるクロー
ズドループを組み合わせた手法である。地上のフェーズドアレーからマイクロ
波ビームを送信し、レクテナで受信するのであるが、マイクロ波を送信する際、
アレーアンテナからアンテナを一つ選び、そこから送信されるビームの電界ベ
クトルを±90°、位相を変化させる。この結果、マイクロ波ビームは振幅が変
動するが、レクテナで受信された信号から直流成分を取り除いた上で時間平均
をとると、sin p 成分（ｐは位相誤差）に比例した成分を取り除くことができ
る。このようにして得られた sin p に比例した成分を、高度計を用いて、振幅
の減衰分を補正して計算したものを arcsin 回路へ送り、その出力から位相誤
差 p を得る手法が SHARP システムでの方法である。その情報をもとにフェーズ
ドアレーの移相器を操作し、正しい位相を更新する。以上の操作をそれぞれの
送信アンテナに対して繰り返していくと、最終的に目標物のある所望の方向へ、
メインビームを最大にすることができる。
c) IQ 法
SHARP 法では高度計が必要となるため、京都大学では最近±90°に加えて±
180°も用いることで高度計の情報を必要としない手法(IQ 法)を提案し、シミ
ュレーションでの実用性も検証している。
d) ソフトウェア・レトロとクローズドループ併用法
ソフトウェア・レトロディレクティブ方式と、受電設備でマイクロ波ビーム
の位置のモニタ情報に基づきマイクロ波ビームの送電方向を制御するクロー
ズドループ方式を併用する方式で、受電設備中心からのビームずれ補正が可能
となり、マイクロ波ビーム制御システムの高精度化を図ることができる。
この方式の有効性を確認するために、要素試験を実施した（図Ⅲ−８）。試
験では 5.8GHz のフェーズドアレーアンテナ（1 次元、12 素子、約 40cm 幅）の
送電アンテナを用いて、ビーム制御を実施した。ビーム制御信号は、パイロッ
ト信号に基づくマイクロ波ビーム制御角度に、モニタアンテナに基づくマイク
ロ波ビーム到達誤差を補正して設定した。パイロット信号に基づくマイクロ波
ビーム制御角度の設定には、ソフトウェア・レトロディレクティブ方式を適用
した。モニタアンテナに基づくマイクロ波ビーム到達誤差の推定は、2 つのモ
ニタアンテナをマイクロ波ビーム制御方向に対称に配置し、その受電電力のレ
ベル差により推定する方式を適用した。なお、送電距離は 10m とした。
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試験の結果、メインビーム幅の 1/10 以下に制御することができた。
位相制御部
アンプ
発振器

*

送電アンテナ

パイロット信号

分配部
マイクロ波ビーム

パイロット受信
アンテナ*

パイロット信号
送信部*

モニタアンテナ
モニタ計測装置

パイロット送信
アンテナ*
ビームパターン
計測装置 *

ビームモニタ
情報

パイロット信号
受信部*

ビーム角度
制御信号
制御PC

*)京大設備を想定

パイロット信号
到来角度 情報

図Ⅲ−８

電波暗室*

試験コンフィギュレーション

REV 法、SHARP 法、IQ 法ではフェイズドアレーの各素子の位相を変化させて
その影響を解析してビームフォーミングにフィードバックするため、その応答
速度が常に問題となる。SSPS のような素子数が数億〜数十億ともなればなおさ
らである。IQ 法ではレトロディレクティブ方式と組み合わせ、サブアレー化す
ることで高速化も図っているが、今後も高速化、高精度化の研究が必須である。
（３）ビーム制御技術課題
このようにマイクロ波送電のための方向推定とビーム制御方式には様々な
手法があり、現状ではレトロディレクティブ方式またはソフトウェア・レトロ
ディレクティブ方式が有利と言われている。SSPS のビーム制御方式としては、
複数の目標に対するマイクロ波送電も可能で、ビームフォーミングの際に低サ
イドローブ化を含めて自由なビーム形成が可能なソフトウェア・レトロディレ
クティブ方式が今後の発展性、柔軟性の観点から望ましいと考えられる。また
高精度ビーム制御にはクローズドループによるビーム方向推定もあわせて適
用していく必要がある。
この方式の更なる高精度化、そして SSPS にとっては重要な低コスト化を目
指して今後も研究を継続していく必要がある。
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Ⅳ．安全・環境適合性評価技術
（１）無線送受電システムの電界強度分布評価技術
マイクロ波のような電磁波に関する安全基準は国内外で設定されており、
我が国でも総務省による電波防護指針が定められている（1990,1997 年）。
これによれば一般公衆への曝露としては電力密度が 1mW/cm2 以下とされてい
る（表Ⅳ−１）。
表Ⅳ−１

マイクロ波の防護指針値（5.8GHｚの例 ）
一般公衆への曝露
（非管理環境）

国･機関名

郵政省電気通信技術審議会〔日本）
１９９０，１９９７

電界強度
（V/m)
６１．４

ANSI／IEEE〔米） C95.1-1999
（注２）

−

ICNIRP

６１

１９９８

職業者への曝露
（管理環境）

電力密度
（ｍW/cm ２）
１
３．８７
１

電界強度
（V/m)

電力密度
（ｍW/cm ２）

１３７

５

−
１３７

１０
５

（注）ANSI:米国国家規格協会、FCC:連邦通信委員会、ICNIRP:国際非電離放射線防
護協会、NRPB:英国放射線防護会議

（ア）電力密度の自由空間分布
無線送受電システムから放射されるマイクロ波の電力密度の自由空間に
おける分布（電界強度）を求めるには、フェーズドアレー・アンテナを構成
する各アンテナ素子からの放射電界をマトリクス的にすべてのベクトルを
合成すればよいが、そのためには多大の計算時間およびメモリーを要する。
そこでフェーズドアレー・アンテナをアンテナ素子の集合体としてみるので
はなく、大きな開口をもった 1 つのアンテナとして計算することにより（開
口アンテナ近似）、比較的簡易に電界強度分布が求まる。また、この開口ア
ンテナ近似はビーム収集効率の計算にも応用することが可能である1。
本技術調査において、開口アンテナ近似に基づく手法により評価する技術
を確立し、概念設計した無線送受電システム（地上送受電システムおよび宇
宙太陽光発電システム）の電界強度分布の評価を行った。計算プログラムは
京都大学で開発された scam を用いた。

1

Texas A&M University のビーム収集効率計算プログラム weff や京都大学のビーム収集効
率計算プログラム scam はこの理論を利用したものある。
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a) 地上送受電システムの電界強度分布
代表的に検討案１について計算する。
送電アンテナの大きさが 9m×9m であることから、送電アンテナを等価半
径 5.08(m)の円形アンテナとして計算した。送電距離は 1km、送電電力は送
電アンテナ面で 23.9kW である。このとき、送電アンテナ面における電力密
度分布を図Ⅳ−１に、受電アンテナ面における電力密度分布を図Ⅳ−２に示
す。
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図Ⅳ−１

送電アンテナ面の電力密度分布
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受電アンテナ面の電力密度分布
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25

地上の送電アンテナ付近には電磁的なシールドをした上で、人が接近しな
いように安全対策をほどこす必要がある（図Ⅳ−１）。
受電アンテナ付近では、電波防護指針で定められている一般公衆に関する
基準 1mW/cm2 以下（周波数 5.8GHz）となるのは、ビーム中心（アンテナ中心）
から約 10m 以上離れた位置になる。また電力密度 0.1 mW/cm2 以下となるの
は中心から約 20m 以上離れた位置となるが、その内部は安全のため人の立ち
入りを制限することが望ましい（図Ⅳ−２）
。
b) 宇宙太陽光発電システムの電界強度分布
発送電一体型アンテナの大きさが 2.5km×2.375 km であることから、送電
アンテナを等価直径 2.75(km)の円形アンテナとして計算した。送電電力の
分布はテーパなしのフラット分布である。送電距離は静止軌道から地上まで
の 36000km、送電電力は 1.318GW である。マイクロ波の周波数が 5.8GHz の
とき、放射電磁界は近傍界条件であるが、位相制御していることにより遠方
界条件と同様にみなせるとした。地表における電力密度分布計算結果を図Ⅳ
−３に示す。
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受電アンテナ中心からの距離 (m)

宇宙太陽光発電システムの電界強度分布（地上）

一般公衆に関する基準 1mW/cm2 以下（周波数 5.8GHz）となるのは、ビーム
中心（レクテナ中心）から 1.35km 以上離れた位置になる。また電力密度 0.1
mW/cm2 以下となるのは中心から 3.35km 以遠となるが、その内部は安全のた
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め人の立ち入らない緩衝地帯とすることが望ましい。
なお、中心部の電力密度は電離層への影響や進入してくる鳥など飛行生物
への影響を考慮して 100 mW/cm2 程度に抑えることが望ましいが、中心部電
力を下げ、かつ一定の電力を得ようとするとレクテナ径（および建設コスト）
が増加し、トレードオフが必要となる。
（イ）地面反射の影響
屋外の無線送受電実験では電波法に定められた無線局の開設が必要とな
るが、新規開設に当たっては既存の無線局や実験場所周辺に存在する電子機
器等に影響（電磁干渉）を及ぼさないことが条件となる（図Ⅳ−４）。実験
場所の選定にあたり、無線送受電システムが発生する高周波が影響を及ぼす
可能性のある周辺の施設・電子機器について広範に課題を調査・整理すると
ともに、あらかじめ影響を最小限に留めるための措置（解析による予測や実
験データに基づく検証）について検討する必要がある。
レーダー等

航空機
交通システム
(ETC, DSRC)

無線送受電実証

図Ⅳ−４

無線基地局等

無線送電実験場所周辺への電磁的影響

そこで、無線送受電システムが外界に形成するエネルギー場をあらかじめ
推測し、健康や電磁干渉適合基準達成の可否を評価し得る手法を確立する必
要がある。具体的には、無線送受電システムが形成する電界強度（W/m2 また
は V/m）分布を計算機シミュレーション により求める。
電磁界シミュレーションには、以下のような手法がある。
・ＦＤＴＤ法
・有限要素法
・モーメント法
・レイトレーシング法
ここでは、現実的な計算負荷で広域的な電力密度分布を求められるレイト
レーシング法を選定した。
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例として、盆地の底で送受電実験を行うようなとき、外部に対する影響を調
べる。斜面を緩やかな正弦波形状で近似する（図Ⅳ−５）。送受電アンテナの中
心を通る線は、水平または水平に対して約３度傾いているものとする。
観測面(1000m×100m)
1000m

高 度 差
50m

送電
アンテナ

図Ⅳ−５ 計算モデル

レイトレーシング法で求めた観測面の電力密度分布を図Ⅳ−６に示す。送電
アンテナの仰角が大きいほど、設置高が高いほど、遠方に伝搬する様子がとら
えられる。仰角と送電アンテナのビーム幅が同程度（約３度）であるとき、送
電アンテナの指向性特性の影響が現われ、分布はやや複雑になる。

アンテナ仰角：（上）０度
図Ⅳ−６

（下）３度

観測面の受信電力分布（上り勾配、アンテナ設置高 3m）
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（ウ）周波数割当て
特に周辺に無線送受電の周波数と同じ周波数帯を使用する電子機器があると
電磁干渉問題を引き起こす可能性がある。無線送受電用として使用を想定して
いるマイクロ波の周波数（5.8GHz）は産業科学医療用(ISM)帯に属している。こ
の付近の周波数の現在の割当て状況は図Ⅳ−７のとおりである。

図Ⅳ−７ 周波数割当て（3〜6GHz 帯）
マイクロ波は、伝送できる情報量が非常に大きいことから、主に電話局間や放
送の送信所間を結ぶ固定の中継回線､衛星通信、衛星放送や無線 LAN に利用さ
れている。この帯域は無線 LAN や FWA（Fixed Wireless Access）などの無線アク
セスシステム、次世代移動通信システムなどの移動通信システムへの需要が大
きいことから、一部の周波数利用について見直しを行い、移動通信システムへ
の需要に応え、ワイヤレスブロードバンドを推進するための「電波開放戦略」
が進行中である。例えば 5.25〜5.85GHz 帯についての用途は以下のようなものが
ある。
・5.8GHz 帯画像伝送
・5GHz 帯気象レーダー／5GHz 帯空港気象レーダー
・5GHz 帯位置・距離測定用レーダー
・5GHz 帯船舶レーダー
・5GHz 帯アマチュア
・DSRC（狭域通信）
・DSRC（狭域通信）端末（免許不要）
・ISM（Industry-Science-Medical、産業・科学・医療等の用途に使用）
5.8GHz 帯画像伝送については、無線局数は少ないが、当該システムは公共的
な使命が極めて高いとされている。また、この周波数帯に属する ITS 関連電波
システム（Intelligent Transport System：高度道路交通システム、DSRC 狭域通信
はその構成技術のひとつ）。については、今後も普及が見込まれているところで
あり、引き続きこの周波数の利用を推進することが適当であるとされている。
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電波の周波数利用・割当てについては、国際的には国際連合の専門機関である
国際電気通信連合（ITU: International Telecommunication Union）の無線通信部門
（ITU Radio-communication Sector）で審議され、国内的には総務省の情報通信基
盤局が統括している。
周波数は有限希少な資源であり、その利用を各人の自由な使用に委ねると混信
により円滑な通信ができない等の弊害が生じることから、電波法により「電波
の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する」と
いう観点から、電波の利用が規律され、周波数の割当てが行われている。
さらに前述のように、無線送電という新しいカテゴリについて国際的に認識さ
せる必要がある。通信の世界でも、新しいシステムの参入には図Ⅳ−８のよう
なプロセスを必要とする。

図Ⅳ−８

周波数割当てのながれ（新規システムの場合）

このように無線送電の実用化までには、国際的・国内的合意を取り付けるため
には相当な根回しと時間がかかると予想される。議論を俎上に上げるためには、
無線送電の有効性を示す技術的データの蓄積とともに、電磁干渉対策、安全・
環境影響面の検討を継続的に行ってゆく必要がある。
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（２）マイクロ波の植物への影響評価技術
電磁波の健康影響については、前記の電波防護指針のように安全基準が設
定されているが、人体以外の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。地上無線送受電システムにおいてはシステムの近傍、宇宙太陽光
発電システムにおいては受電部（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、無線送受電の普及の上で重要である。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
度を調べておくことはより大きな意味合いがあると考えられる。
（ア）調査の背景
米国の DoE/NASA レファレンスシステム（1970 年代）を例にとると、SSPS
から送られるマイクロ波（周波数 2.45GHz）の電力密度はレクテナ中央で
23mW/cm2、周辺部で 1 mW/cm2 を想定していた（図Ⅳ−９）。中央部での電力
密度は電離層への影響を、周辺部での電力密度は生体への影響に配慮した値
であるとされている。
レクテナ中心部： 23mW/cm2

レクテナ端部： 1mW/cm2

レクテナ

レクテナ周辺部（緩衝地帯）： 0.1mW/cm2

図Ⅳ−９ レクテナ周辺の電力密度
（DoE/NASA レファレンスシステム）
マイクロ波の植物への影響研究は多くはなく、また実施された中でも、
SSPS のマイクロ波条件（周波数、電力密度）で行われたものはごく少数にと
どまっている。2002 年、NASA の Skiles が行った実験は、上記条件を念頭に
実施された。NASA では、アルファルファ（牧草）に対してマイクロ波（2.45GHz、
0.5〜1.2mW/cm2）を継続的に照射する屋内での実験を行い、トレイに入った
生育植物にマイクロ波を照射した。このときマイクロ波遮断板を隔てた反対
側に非照射群（コントロール）を配置し、照射群と非照射群は、マイクロ波
以外は同一環境に置いて生育を比較した。葉部分のクロロフィル濃度を計測
し、数か月後に植物を収穫、生重量および乾重量を計測した。同時に茎の長
55

さや節間距離など全体の特徴や活性を調べたが、この電力密度（1.2 mW/cm2
以下）においてはマイクロ波照射群と非照射群で差異は見られなかった。
（イ）屋内実験設備によるマイクロ波照射実験
マイクロ波の植物への影響を屋外の実験により調べるときは、多くの要素
が含まれるため管理が難しい。すなわち毎日の気温、風、湿度の変化、虫や
動物による被害などである。そこで、純粋にマイクロ波の影響のみを調べる
ためには、管理された環境下で行われる室内実験が重要となる。
本技術調査において、外界の影響を遮断した屋内実験設備を用いてマイク
ロ波の植物への影響を評価する技術を開発した。独立法人産業技術総合研究
所の協力を得て、2004 年より屋内実験設備を用いて植物に対するマイクロ波
照射実験を実施した。
前記 NASA 実験とは異なり、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を使用した。
また、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。
屋内実験設備の大きさは内寸法で 2.5m 四方である（図Ⅳ−１０）
。壁はス
テンレスのメッシュをサンドイッチ構造にしてマイクロ波のシールド効果を
高めてある。天井にはマイクロ波照射用ホーンアンテナと模擬太陽光として
の植物育成蛍光灯が４０本設置されている。

図Ⅳ−１０

屋内実験設備および植物育成容器
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育成容器は、全体では 60cm 四方の大きさで、9×9=81 個のセルに分割され
ている。（図Ⅳ−１１）

図Ⅳ−１１ 育成状態の例
前記の NASA の実験では、マイクロ波遮断板を隔てた反対側にコントロー
ル（非照射群）を配置して照射群と比較しているが、ここでは四隅のセルを
コントロールとして扱った（中心部の電力密度に対して十分に低い値である
ため）。
マイクロ波強度（電力密度）は、マグネトロン（マイクロ波発生装置）の
電流値で調整している。成長の主な指標としては、茎の長さに注目した。
実験の結果、
・マグネトロン電流値が 13mA 程度（電力密度で 40 mW/cm2 程度）まで
は、マイクロ波照射による有意な影響は見られない。
・マグネトロン電流値が 30mA 程度（電力密度で 150 mW/cm2 程度）まで
は、成長促進が見られる。
ことが判明した（図Ⅳ−１２）
。

図Ⅳ−１２

茎の長さに関するマイクロ波の影響
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マイクロ波はエネルギー供給により、ある程度までは植物自身および近傍
の温度を上昇させ成長促進に寄与しているが、それが過剰になると枯れる方
向に作用しているものと考えられる。
このように、一定の環境で、従来より高い周波数（5.8GHz）および電力密
度について、マイクロ波の影響を評価する手法を獲得できた。
ただし、マイクロ波が水面で反射し定在波が生じている可能性があるため
今後精査する必要がある。このとき計測場所や環境により、植物に照射され
る電力密度が変化する。同時に、水耕栽培では水位の変化を避ける工夫が必
要となる。
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Ⅴ．経済性評価技術
（１）地上無線送受電システムの経済性評価技術
概念設計した地上無線送受電システムについてコスト規模を評価した。
地上無線送受電システム検討の前提は以下のとおりである。
・電 力： 10kW（受電側）
・送電距離： 1000m
・送電場所： 固定した 2 地点間
・マイクロ波周波数： 5.8GHz
・送電アンテナ： アレーアンテナタイプ
・ビーム制御方式： レトロディレクティブ方式
・技術レベル： 今後 5〜10 年以内に実用化
検討された３案の概要を表Ⅴ−１に示す。
表Ⅴ−１

地上無線送受電システムの概要

59

検討された３案のコスト規模を表Ⅴ−２に示す。
表Ⅴ−２
検討案

地上無線送受電システムのコスト規模
案１

案２

案３

66.7

44.3

55.9

発電部（億円）

0.2

0.13

0.17

送電部（億円）

3.6

2

3.9

受電部（億円）

0.6

0.4

3.9

蓄電装置

無し

無し

有り

設置費（億円）

0.3

0.3

2.5

初期費用（億円）

4.7

2.83

10.47

受電部出力(kW)

10

10

10

年間稼働率(%)

12

12

33

10500

10500

29200

太陽電池発電量(kW)

年間受電量(kWh)

検討案３は蓄電装置を備えているため、年間受電量は多いが、その分コス
ト高になっている。年間受電量は、現状の太陽光発電の実績（日射量や天候
による）や蓄電装置の有無によっている。
システムの寿命を３０年、保守費を建設コスト（初期費用）の 2%と仮定す
ると、発電コストは 1000 円/kWh のオーダーとなる。装置のコストに対して送
受電電力量が少ないことが主な理由である。
地上応用では大規模送電には難があるためコスト高となることは否めない
ため、既存のインフラと競合しない用途（僻地・災害時等）を考えるべきで
ある。
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（２）宇宙太陽光発電システムの経済性評価技術
宇宙太陽光発電システムを構築・運用するのに必要なコストを定量的に評
価するため、表計算ソフトを利用した手法を確立した。評価ツールは、以下
のワークシートから構成される（図Ⅴ−１）。
①宇宙機コスト計算部（含む、USEF モデル）
②輸送系コスト計算部
③地上システムコスト計算部
④運用および発電コスト計算部

図Ⅴ−１

宇宙太陽光発電システムの発電コスト評価ツール

図Ⅴ−２に発電コスト計算のフローを示す。評価の客観性を増すために宇
宙航空研究開発機構(JAXA)とも連携・協議し、JAXA が同じ目的で開発したも
のをベースとし、システムの設計思想の違いによりベースとは設定が異なる
部分（赤枠内）を追加・改修することにより、このシステムに対応可能とし
た。
（具体的には宇宙機の主要部分をなす発送電一体化パネルと、テザーに関
する項目を追加した。）
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入力値

計算値

図Ⅴ−２

宇宙太陽光発電システムの発電コストの計算フロー（ベース）

コスト評価において使用する各種単価設定も原則として JAXA 設定値と同
じものを採用した（表Ⅴ−３）。この場合を「共通ケース」とすると、その結
果、宇宙太陽光発電システムの発電コストは 15.9 円/kWh となった（表Ⅴ−４、
共通ケース）。
ベースロード電源としてのコスト目標は 8 円/kWh であるが、現時点ではほ
ぼ倍の推算結果である。宇宙太陽光発電システムは環境負荷の少ない再生可
能エネルギーであるという特色があるが、経済面でも火力発電（発電コスト
10 円/kWh）程度以下であることが望ましい。
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表Ⅴ−３ 宇宙太陽光発電システムの単価設定
（括弧内はシステムによるもの）
項目
太陽電池
DC-RF 変換素子
パネル構造等
バッテリ
バス制御部
バス・ダミー重量
テザーシステム
RF-DC 変換素子
レクテナ建設単価
土地単価
打上げ（LEO まで）
軌道間輸送機(OTV)
OTV 推進剤
建設期間
宇宙機システム
地上システム
経済寿命
システム稼働率
商用電源網への接続率
借入金金利

共通ケース
50
300
35,000
(30)
(2)
(0.005)
(0.05)
100
76.33
5.29
0.173
0.35
500
1
3
1
40
−
95
1.55

目標ケース
30
180
5,000
10
2
0.005
0.05
100
76.33
5.29
0.1
0.35
400
1
3
1
40
−
95
1.55

単位
円/W
円/W
円/kg
円/Wh
億円/ton
億円/ton
億円/本
円/W
億円/km2
億円/km2
億円/ton
億円/ton
円/kg
年
%/年
%/年
年
%
%
%/年

現状の単価設定のうち影響の大きいものは太陽電池コストと低軌道までの
打上げ費である。発電コストとこれらの関係を図示すると図Ⅴ−３のようで
ある。発電コストを 10 円/kWh 程度以下にするためには、「共通ケース」から
更に高いところに目標（「目標ケース」）を置く必要がある。表Ⅴ−４はその
一例で、このとき発電コストは 9.3 円/kWh となる。
表Ⅴ−４
太陽電池コスト
打上げ単価
宇宙機システム
地上システム
輸送
建設総コスト
保守・運用
発電コスト

宇宙太陽光発電システムの発電コスト（括弧内は%）
共通ケース
目標ケース
50
30
円/W
1.7
1.0
万円/kg
11,165 (52.6)
5,683 (44.7)
億円
2,286 (10.8)
2,286 (18.0)
億円
7,770 (36.6)
4,747 (37.3)
億円
21,221 (100)
12,716 (100)
億円
591
336
億円／年
15.9
9.3
円／kWh
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発電コスト(z)
< 10円/kWh

打上げコスト(y)
0.1億円/ton=1万円/kg
付近

太陽電池コスト(x)
30〜50円/W

図Ⅴ−３

宇宙太陽光発電システムの発電コスト〜太陽電池、打上げ費の関係
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３−１−３

特許出願状況等

（１）成果の普及、広報
本調査研究の成果は、表３−２に示す各種のシンポジウム等において報告を
行った。
表３−２ 論文、投稿、発表リスト

発表

題目・メディア等
第 7 回 SPS シンポジウム「SSPS に関する USEF における活動状況」
55th International Astronautical Congress「CONCEPT STUDY OF
SPACE SOLAR POWER SYSTEMS IN USEF」
第 48 回宇宙科学技術連合講演会「USEF における宇宙太陽発電シス
テム検討活動」
第 11 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「最近の SSPS に
関する USEF の取り組み」
第 8 回 SPS シンポジウム「最近の SSPS に関する USEF の取り組み」
56th International Astronautical Congress 「 OVERVIEW OF
ACTIVITIES FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEMS IN USEF」
第 49 回宇宙科学技術連合講演会「USEF における宇宙太陽発電シス
テム検討活動」
第 13 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「SSPS に関する
USEF の活動状況」
宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「5.8GHz レクテナアレイ
からの電磁再放射特性(1)」
The 3rd International Symposium on Sustainable Energy System
「RECENT ACTIVITIES FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEMS AT USEF」
The 3rd International Symposium on Sustainable Energy System
「 Experimental Study of Re-radiation Characteristics from
5.8GHz Rectenna-Array」
57st International Astronautical Congress「ACTIVITIES RESULTS
OF EXPERIMENTS FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEMS AT USEF」
第 9 回 SPS シンポジウム「USEF における SSPS 検討状況」
第 50 回宇宙科学技術連合講演会「USEF における宇宙太陽発電シス
テム検討活動」
第 17 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「SSPS に関する
USEF の活動状況(2006)」
第 18 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「大規模レクテナ
アレイからの電磁再放射特性」
第 10 回 SPS シンポジウム「USEF における SSPS 検討状況」
第 10 回 SPS シンポジウム「植物へのマイクロ波照射実験 I 」
第 51 回宇宙科学技術連合講演会「USEF における宇宙太陽発電シス
テムに対する検討状況と今後の展開」
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時期
H16.9
H16.10
H16.11
H17.4
H17.9
H17.10
H17.11
H18.4
H18.6
H18.8
H18.8
H18.10
H18.10
H18.11
H19.4
H19.7
H19.8
H19.8
H19.10

第 21 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「SSPS に関する
USEF の活動状況」
第 22 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「マイクロ波ビー
ム制御システム要素試験」
第 22 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「並列接続状態で
のレクテナの動作について」
第 22 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会「複数アンテナ間
における源振統制システム」
第 11 回 SPS シンポジウム「世界の SPS 関連分野の動向」
第 11 回 SPS シンポジウム「複数アンテナ間における源振統制シス
テム」
第 11 回 SPS シンポジウム「マイクロ波ビーム制御システム要素試
験」
第 11 回 SPS シンポジウム「レクテナ高効率化に関する一考察」
第 11 回 SPS シンポジウム「植物へのマイクロ波照射実験 II 」
第 11 回 SPS シンポジウム「USEF における SSPS 検討状況」
59th International Astronautical Congress「SUMMARY OF CONCEPT
STUDY FOR SPACE SOLAR POWER SYSTEMS AT USEF」

H20.4
H20.7
H20.7
H20.7
H20.9
H20.9
H20.9
H20.9
H20.9
H20.9
H20.9

（２）特許出願等
本調査研究に協力した企業により出願された関連する特許を表３−３に示す。
表３−３
特許

特許出願リスト

出願内容
出願 No.2006-148240 結合線路および方向性結合器
出願 No.2006-237967 多層高周波回路
出願 No.2006-287451 フェーズドアレイアンテナ及びその位相制御
方法
出願 No.2007-13321 アンテナ装置
出願 No.2007-27942 位相制御方法及び位相制御発振装置
出願 No.2007-116515 平衡二線線路式レクテナおよびそれを使用し
たレクテナ装置
出願 No.2008-172035 ショットキーダイオード
出願 No.2008-22543 帯域阻止フィルタ
（出願中）源振統制
（出願中）電力供給システム
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時期
H16.11
H17.2
H17.3
H17.6
H17.7
H17.10
H19.1
H19.6
H20.10
H20.10

３−２

目標の達成度

要素技術
(1) 無 線 送 受
電システム検
討

(2) 無 線 送 受
電高効率化技
術

(3) 無 線 送 受
電ビーム制御
技術

表３−４ 目標に対する成果・達成度の一覧表
目標・指標
成果

達成
度
設定した仕様に適合する地 ・地上無線送受電システ 達成
上無線送受電システムおよ ムおよび宇宙太陽光発電
び宇宙太陽光発電システム システムについて概念検
の概念検討を行い、実現に向 討を行い技術課題を明ら
けた技術開発計画を明らか かにするとともに、実現
にする。
に向けた技術開発計画案
を明らかにした。
システムで要求される送受 ・増幅/整流技術について 達成
電効率を満足し得る増幅/整 の効率改善目標を明らか
流技術について調査し、実現 にした。
に向けた効率改善目標を明 ・半導体増幅器(送電部)
らかにする。
については、当面の実証
フェーズは既存技術
(GaAs 素子)の改善で対
応し、並行して新技術
(GaN 素子、F 級増幅)の開
発を進める。
・整流素子（受電部）に
ついては、アレー化した
際の故障や効率低下の改
善対策を行うとともに、
新技術(GaN 素子など)の
開発を進める。
無線電力伝送で要求される ・要求されるビーム制御 達成
ビーム制御精度を満足し得 精度（メインビーム幅の
るビーム制御技術を調査し、 1/10 程度以下）を満足し
実現に向けた制御方式を明 得る制御方式として、今
らかにする。
後の発展性、柔軟性の観
点からソフトウェア・レ
トロディレクティブ方式
を選定した。また高精度
ビーム制御にはクローズ
ドループによるビーム方
向推定もあわせて適用し
ていく必要がある。
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(4)安全・環境 無線送受電システムがもた 以下の定量的評価手法を 達成
適合性評価技 らす電磁環境が、法制上の基 確立した。
術
準（電波防護指針、電磁干渉 ・送電システム（地上・
回避のための周波数割当て） 宇宙）が形成する電界強
を満足し得るかを定量的に 度分布を計算する手法と
評価する手法を確立する。 して開口アンテナ近似法
を選定し、電波防護指針
に適合する範囲を評価
し、受電設備の必要エリ
ア検討に供した。
・マイクロ波の植物への
影響を評価するための屋
内実験手法を開発し、供
試植物（カイワレダイコ
ン）について影響度を評
価した結果、受電エリア
周辺部程度の電力密度で
は有意な影響は観察され
なかった。
(5) 経 済 性 評 無 線 送 受 電 シ ス テ ム を 構 ・概念設計を行った宇宙 達成
価技術
築・運用するのに必要なコス 太陽光発電システムにつ
トを定量的に評価する手法 いて、発電コスト（建設・
を確立する。
運用費を含む）の定量的
評価手法(表計算ソフト
ベース)を確立した。
・JAXA とも協議のうえ、
有識者意見も交えた単価
設定を行い、客観性を高
めている。
・感度解析では、打上げ
コストと太陽電池コスト
が重要である。
・発電コストを 10 円/kWh
以下にするには、太陽電
池コストは現状の 1/3 程
度、低軌道までの打上げ
コストは現状の 1/100 程
度を目標に据える必要が
ある。
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３−Ｅ−４

事業化、波及効果について

宇宙太陽光発電システムの実現にいたるまでには、送受電部の変換効率の向上、
ビーム制御の高精度化、宇宙での大型構造物建造技術、資材を軌道まで低コス
トで輸送する技術など、クリアすべき課題も多い。
今後は特に、中核技術であるマイクロ波送受電技術の小型衛星等による軌道上
実証実験に必要な精密ビーム制御技術等について、地上での実証試験等により
技術を積み上げていくことが重要である。
このような研究開発を行う過程で得られる高効率半導体や大型フェーズドア
レーなどの基礎的技術は、他の分野での応用が期待される。

３−Ｅ−５

調査研究マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５−１ 調査研究計画
本事業は、表５−１に示すように平成１６年度〜１９年度の４年計画で実施
した。
マイクロ波を主体とする無線送受電技術の適用として、前半の２年間は地上
〜地上間での応用、後半の２年間では宇宙〜地上間での応用可能性について調
査した。
表５−１ 調査研究計画
実施項目／年度
調査対象
(1)無線送受電
システム検討
(2)無線送受電
高効率化技術
(3)無線送受電
ビーム制御技術
(4)安全・環境
適合性評価技術

１６

１７

１９

地上〜地上間での無線送電

宇宙〜地上間での無線送電

地上送受電システム検討

宇宙太陽光発電システム検討

送受電素子研究動向調査

レクテナアレイの高効率化の検討

ビーム制御基本原理の確認

ビーム制御精度向上の検討

植物への
装置内電力密度の精密計測

研究動向調査（動物）

(5)経済性評価技術

１８

単価の推定

コスト規模推算
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照射実験
レクテナ環境に相当する照射実験
電力密度

分布解析

解析手法調査

解析実施

評価ツール整備

発電コスト推算

（１）無線送受電システム設計
平成１６、１７年度は、無線送受電の地上での利用法につき検討し、地上無
線送受電システムの概念検討を実施した。
平成１８、１９年度は、宇宙太陽光発電システムの案としてマルチバス型テ
ザーSSPS についてシステム検討を行った。
（２）無線送受電高効率化技術
平成１６、１７年度は、送受電素子に関する技術動向調査を実施した。
平成１８、１９年度では、システムの小型化、経済性向上に不可欠な無線送
受電技術の高効率化を目指し、アクティブアレーアンテナの検討、受電システ
ムのレクテナアレイの高効率化の検討を行った。
（３）無線送受電ビーム制御技術
平成１６、１７年度は、複数の素子から構成される平面アレーアンテナのビ
ーム方向制御技術について、単数および複数の平面アレーアンテナのビーム方
向制御技術に係わる基本原理の確認を行った。
平成１８、１９年度は、長距離の無線送受電に必要なビーム方向制御精度向
上の検討を行った。
（４）安全・環境性適合性評価技術
安全性については、平成１６、１７年度においてマイクロ波による小動物、
変温動物、植物への影響について最新研究情報の収集・分析を行った。また、
無線送電方式の一つであるレーザによる鳥類、空中微生物への影響評価実験計
画についても情報収集を行った。これらの成果を踏まえて、平成１８、１９年
度においてはマイクロ波照射実験による植物への影響調査を継続するとともに、
マイクロ波による人体、小動物への影響を予測する数値シミュレーション手法
について調査を行った。
環境適合性については、マイクロ波を受信する受電システムは、周辺の生態
系、インフラ（電子機器）への影響を回避する観点から、建設場所及び周辺の
電磁環境の把握が重要となる。
平成１６、１７年度においては、受電施設として地上・沿岸・洋上の建設に
ついて、環境上考慮すべき事項について検討を行った。また、マイクロ波によ
る地上インフラ、航空機、大気・電離層への影響に係わる最新研究情報の収集・
分析を行い、特定の機器に関しては対策を講じる必要が認められた。
平成１８、１９年度においては、無線送電によって受電システム周辺に形成
される、電界強度の予測シミュレーション手法の検討を行った。
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無線による電力伝送は、実験室レベルの実績しかないことから、無線送受電
システムの構築に当たって規制の対象となる国内外の法規制等について調査し
た。
（５）経済性評価技術
平成１６、１７年度は、近い将来の技術を基盤とした地上無線送受電システ
ムのコスト規模推算を行い、普及に係わる課題を明らかにした。
平成１８、１９年度は、砂漠等の日射量の豊富な地域に設置した大規模太陽
光発電システムおよび宇宙太陽光発電システムの経済性について比較検討を行
った。
５−２ 調査研究実施者の実施体制・運営
（１）調査研究実施者の実施体制
本事業は、経済産業省からの委託（平成１８年度は公募による選定審査手
続きを経て）を受けて、財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構（USEF）
が実施した。
無人宇宙実験システム研究開発機構内において、調査計画の立案、必要な
技術検討、分析等を実施し、そのとりまとめを行った。これら検討・分析等
に必要な解析、情報収集等は企業の請負いにより、また電磁界環境の検討に
ついては国立大学法人京都大学の協力を得て、試験設備、技術情報などの有
効活用を図りつつ実施した。
なお独立行政法人宇宙航空研究開発機構と宇宙太陽光発電システムに関す
る情報交換を行い、効率的かつ経済的な調査を行った。
（２）調査研究委員会等
財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構内に太陽光発電利用委員会を
設け、計画の妥当性、調査及び検討状況の審議、調査の成果の評価等につい
て、事業の確実かつ効率的な実施を図った。
詳細な審議、評価等に当たっては、太陽光発電利用委員会の下にシステム
専門委員会、発送電技術専門委員会及びアセスメント専門委員会を設けて実
施した。
システム専門委員会は、将来の大規模太陽光発電システムに係わる構想、
技術課題等に係わる審議を行った。
発送電技術専門委員会は、主として今後実証すべき無線送受電技術に係わ
る課題解決に向けた審議を行った。
アセスメント専門委員会は、無線送受電実現に係わる安全面・環境面・社
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会面の課題と解決策について審議した。
また、安全面・環境面・社会面については、宇宙太陽光発電システムに共
通した課題を含むため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構と連携して調査
を実施した。

経済産業省 宇宙産業室
委託

（財）無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)
太陽光発電利用委員会

独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

システム専門委員会

(JAXA)
発送電技術専門委員会

連携

アセスメント専門委員会
企業・研究機関による

宇宙太陽発電システム
検討

太陽光発電利用
委員会 委員長
システム
専門委員会 主査
発送電技術
専門委員会 主査
アセスメント
専門委員会 主査

地上無線送受電シス
テム検討

マイクロ波による環境
および安全性調査

工藤

勲

北海道大学 名誉教授

佐々木

進

システムの経済
性評価

篠原

真毅

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本
部宇宙情報・エネルギー工学研究系教授
京都大学 生存圏研究所准教授

多氣

昌生

首都大学東京 都市教養学部教授

図５−１

調査研究実施体制
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５−３

資金配分

本事業の予算配分・推移を表５−２に示す。各年度の予算総額は同規模で
あるが、平成 16〜17 年度は安全・環境適合性について重点的に調査を実施し、
平成 18〜19 年度は宇宙太陽光発電システムのシステム設計および関連の要素
技術試験に重点を置いて実施した。
表５−２
年度 平成
(1)無線送受電
システム設計
(2)無線送受電
高効率化技術
(3)無線送受電
ビーム制御技術
(4)安全・環境
適合性評価技術
(5)経済性
評価技術
合計

資金配分

（単位：百万円）

１６

１７

１８

１９

合計

27.0

25.0

41.8

61.4

155.2

51.7

43.8

27.6

5.6

128.7

78.7

68.8

69.4

67.0

283.9

５−４ 費用対効果
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
有することから、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）と連携し調査研究を進め
た。特に、安全・環境適合性、経済性評価は宇宙太陽光発電システムの方式
によらない共通課題であるため、連携して調査を実施した。
本事業の投資額の約４５％を占めている上記分野について、協業（調査の
分担と開示）により費用発生が抑えられたものと考える。

５−５ 変化への対応
調査研究を実施した４年間において、調査研究に影響を及ぼすような社会
的・技術的情勢の変化はなかったが、情勢の変化が起こった場合にも対応で
きるよう無人宇宙実験システム研究開発機構で情報収集を行い、各年度当初
の調査研究委員会において調査計画について検討し、調査研究を推進した。
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第４章

技術に関する施策評価

1

４−１

施策の目的・政策的位置付けの妥当性

宇宙開発利用を推進していく上で、宇宙産業は我が国の宇宙活動を支える重要な基盤
と位置付けられている。また、宇宙産業は多くの利用分野への広がりを持ち、利用産業
の付加価値を高めること、宇宙産業以外の産業における素材、技術、サービス等との融
合等により新たなイノベーションを創出することなど、幅広い産業への波及効果が期待
されている。このような中、経済産業省が宇宙産業プログラムを通じて宇宙開発利用に
関する研究開発を進めることについては、その研究開発のリスクの高さ、宇宙技術の他
分野への波及効果、宇宙利用を通じた国民生活・社会が抱える課題の解決の実施といっ
た点から、妥当である。また、宇宙産業プログラムの内容については、先端技術の開発
や近未来からやや長期にわたっての宇宙利用の推進に係る施策が配置されており、適切
である。
一方で、昨年８月に施行された宇宙基本法を踏まえ、国として総合的な戦略を確立し
府省横断的な技術開発を行っていく必要があると考えられる。また、機器開発等のハー
ドウェアと利用産業のようなソフトウェアのどちらを指向するかを明確にしつつ取り組
むことが大事である。さらに、国際社会の利用者を対象にした利用振興策の充実にも取
り組むことが望まれる。もちろん研究開発には多額の資金支援が必要となるので、その
都度事業内容について十分な説明を行い、費用対効果を開示することは必須である。
【肯定的意見】
○準天頂衛星など国家インフラとして位置付ける必要のあるもの、国外の資源探査のよう
に外交が必要なもの、先導的でリスキーな技術開発であって民間が資金的な負担が困難
なものについて、国の積極的な関与と支援を求めている。経済産業省においては将来の
商業化を目指しながら、上述の施策を実施していると認める。衛星画像による資源開発・
探査技術にあっては鉱区取得等の実用例が既に 40 例あるとされ、またアフリカ諸国との
レアメタル探査協力にも活用されていることから政策的な意義も高いと評価できる。
○国策としての宇宙プログラムは、「公共の財」の構築と安定的な運用を行うべき重要課
題である。資源探査、地球環境、防災対策における国民生活における「暮らしの安全保
障」ならびに国際貢献と国際競争力の向上に寄与する国家的プロジェクトとして重要で
ある。
○宇宙技術の他分野への波及効果は、数字に表れない部分を含めると膨大であり、その研
究開発を国の施策として行うことは極めて妥当である。
○近未来からやや長期にわたっての宇宙利用推進プログラムが配置されている点は適切で
ある。
○宇宙利用の推進および先端技術の開発からなる宇宙プログラムは、概ね時代のニーズに
合致している。
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○民間企業が未成熟な分野の宇宙技術開発や民間で実施するにはリスクが大きすぎる宇宙
技術開発を国が主導して行い、その後の産業と市場の発展の基礎を作ることは非常に適
切であり、また重要である。
宇宙利用を通じて、国民・社会が抱える課題を解決することにつながる技術開発を国が
主導して行なうのは当然のことであり、国の施策として非常に適切である。
○リモートセンシングに関するセンサおよび利用技術の開発は、この分野で我が国の優位
性を確保する上で有用であり、国の施策として妥当である。また、目標は世界的なトレ
ンドを踏まえたものと考えられ、国民・社会の理解を得ることができる。
○宇宙太陽光発電システムに関しては、遠い将来への布石としての意味があるが、同時に
地上無線送受電を意識した開発は好ましい。
【問題点・改善すべき点】
●将来的に宇宙関連技術を遺漏なく取り込むことが重要であり、宇宙基本法のもとでの今
後の宇宙政策の在り方について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、防衛省
等の宇宙関連部局を含めて総合的な戦略を確立し、横断的な技術開発に取り組む必要が
ある。
●宇宙産業の振興の方向性において、機器開発等のハードウェアと利用産業のようなソフ
トウェアのどちらを指向するのかの整理をもう少し明確にしたほうがよいのではないか。
●研究開発と暮らしの実利用面での連関性についての費用対効果を具体的な事例を例示し
ながら公開・開示する努力が必要である。
●宇宙技術の性格上、国際社会の利用者を対象にした利用振興策に力点をおくべきではな
いか。
●世界の小型衛星化に対応した政策も考慮すべきではないか。
●準天頂衛星関連の要素技術開発に関しては、高い目標を設定してその技術を習得するプ
ログラムであるが、本衛星での必要性を的確に示すことが難しい。
●宇宙太陽光発電システムのように長期の民間支援を必要とする事業に対しては、波及効
果について明確化することは難しいことは理解できるが、結局は多額の資金支援となる
ことから、その都度、事業内容については十分な説明が必要となるだろう。
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４−２ 施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
宇宙産業プログラムとしての研究開発については、必要とされる基本要素技術開発が
適切に配置され、予算配分が所定のスケジュールに沿って実施されており、当初の目的
を概ね達成してきていると考えられ、妥当である。
一方で、宇宙産業プログラムを実施するにあたっては、プログラム全体での大きな目
標を立て、プログラムの中での位置付けに応じて各プロジェクトの目標を立てて推進し
ている。このため、プログラムの実施に当たっては、プログラムの目標から見て各プロ
ジェクトの目標が適切なものとなっているか常に見直し、検証する際にもプロジェクト
個別の目標だけを見るのではなく、プログラムの目標に照らして適切であったかについ
ても評価すべきである。また、スペース・セグメントと、実利用に視点を置いた地上セ
グメントの双方に重点を置いた研究開発・事業化を推進すべきである。今後宇宙産業を
さらに発展させるためには、革新的な宇宙技術を生み出す事業の実施に加えて、既存の
宇宙関係企業及び先端技術を持った企業への支援のみならず、産業のすそ野を拡大する
ように、中小企業・ベンチャー等への技術的な支援など、従来にはなかった宇宙への新
規参入を促す事業等にも取り組む必要があると考えられる。当然のことながら、事業の
切り分けや予算面の妥当性には十分留意すべきである。
【肯定的意見】
○宇宙産業プログラムとしての衛星・センサの研究開発については、必要とされる基本要
素技術開発が適切に配置され、予算配分が所定のスケジュールに沿って実施されており、
当初の目的を概ね達成してきている。
○取り込んでいる技術はそれぞれ内容的には妥当であると判断する。
○概ね、各事業の目的と全体の施策の関連は適切である。
○重要技術が適切に選択され、事業が形成されている。
○設定された目標に対する各事業の成果は十分なものであると思われる。
○リモートセンシング関連の開発はおおむね立派な成果を挙げ、場合によっては予期され
た以上の性能と利用可能性が示された。これらのプロジェクトは適切に配置されており、
予算、スケジュールも妥当と考える。
○資源探査技術を含む各種リモートセンシング技術は、国が積極的に関与して研究開発を
リードすべき課題であると考えられ、また国民や社会のニーズにも合致したものである
と考えられる。
○ASTER、PALSAR は軌道上にありデータの供給を行っている。特に前者は既に寿命を超えた
運用を行っており、サクセスレベルはエクストラサクセスと評価できる。また、準天頂
関連でヒートパイプ、セントラルシリンダは必要とされていた性能・環境試験を終了し
準天頂衛星初号機にインテグレートするためにあらかじめ設定されていた期日に衛星側
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に納入され、成果として妥当であると評価できる。
○準天頂衛星関連の開発は掲げた目標はおおむねクリアする成果を挙げている。
○国家の枠を超えた地球規模の問題解決手段である宇宙太陽光発電システムに関しても、
取組みがなされていることは評価される。
【問題点・改善すべき点】
●衛星・センサなどのスペース・セグメントを中心とした研究開発と事業化に並行して、
実利用に視点を置いた地上セグメントの研究開発と事業化のための実施体制の拡充・強
化が必要である。
●一部プロジェクトでは予算面の妥当性に疑問な点が存在する。
●各プロジェクトの達成目標の立て方が保守的個別的で、もう少し、マクロな達成目標を
見据えて各プロジェクトを進めることが望まれる。
●既存の宇宙技術の延長線上にある技術開発だけでなく、新たな宇宙利用産業を産み出す
可能性のある革新的宇宙技術の誕生を促す事業があってもよい。
●既に宇宙企業として実績のある民間企業の技術開発への支援だけではなく、宇宙分野と
関わりの薄い企業の宇宙参入を促すような事業があってもよい。
●当該目的衛星のための事業と汎用基盤技術の開発が混在している事業も一部見受けられ
る。
●準天頂プロジェクトは 4 省庁の資金分担で推進される。古い話かもしれないが経済産業
省（METI）分担分がヒートパイプ、セントラルシリンダ、擬似時計、リチウムイオンバ
ッテリになったのかどうもよく分からない。リチウムイオンバッテリは SERVIS1 号機か
らの成果を引き継いでいるから OK としても、ヒートパイプ、セントラルシリンダを開発
分担できるとした理由は何なのだろうか。
また、予算区分もわかりにくい。ヒートパイプ、擬似時計は「次世代衛星基盤技術開発
プロジェクト事業（一般会計）」、セントラルシリンダは「次世代構造部材加工技術開発
事業（特会）」、リチウムイオンバッテリは特会で独立行政法人新エネルギー・産業総合
技術開発機構（NEDO）経由。予算をかき集める宇宙産業室の苦労には敬意を払うとして
も、複雑である。ヒートパイプ、セントラルシリンダ自体の設計は財団法人無人宇宙実
験システム研究開発機構（USEF）が実施するも、これらコンポーネントはトランジスタ
や抵抗のような部品と違って衛星バスシステム設計に深く関係していて製造図面を確定
しなくてはならないから、JAXA、USEF 双方から見てインターフェースを取りにくかった
のではないだろうか。
また、「次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業」や「次世代構造部材加工技術開発事
業」はヒートパイプ、セントラルシリンダ等を分担することが決まった後に作り出され
たプロジェクト名称のようにも見える。特に前者の「次世代衛星基盤技術開発プロジェ
クト事業」は広がりのある内容を可能とするものであり、今後においても名称にふさわ
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しい事業の展開を希望する。
驚くべきはこのような困難があったのにもかかわらず、フライト品はあらかじめ決めら
れた日時に納入されている。
●今回の評価に固有の問題かもしれないが、予算的な側面からの切り分けによるプロジェ
クトの区分がわかりにくく（例えば次世代衛星基盤技術の中にある、準天頂衛星関連と
次世代構造部材創製）、より明示的なプロジェクトの区分けが、国民への分かりやすい
説明の観点からも必要であると感じる。
また、上記の状況から、プロジェクトが包含する範囲が必ずしも明確ではなく、結果と
して技術分野の取りこぼしなど、過不足の判断を困難にしている。
●地球環境問題の深刻化やエネルギー資源の枯渇が差し迫った課題となった現在の状況で
は、宇宙太陽光発電システムに対する現状の予算配分はあまりに小額である。宇宙太陽
光発電システムは単なる宇宙技術の問題として、JAXAや経済産業省の宇宙産業室だけが
取り扱う課題ではなく、より大きなレベルでの取組が望まれる。
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４−３

総合評価

現在の宇宙産業プログラムは、宇宙産業の振興という視点で実施されており、非常に
有意義なものである。内容についても国際競争力を高める上で適切な先端技術が選択さ
れており、また我が国の得意とする基盤技術の利点を生かそうとするものになっている。
さらに各事業の目標設定とそれに対する成果も妥当であり、適切である。
一方で、以下の点については留意するべきである。
・施策の観点からは、目標設定や成果のとりまとめにおいて、各プロジェクト固有の内
容及びその上位の目標・達成度の評価があると、政策的意義が見出しやすくなる。
・研究拠点、事業化支援センターなどの整備・運営によるきめの細かい施策を実施し、
国民の理解及び研究成果の共有化が促進されることを期待する。
・施策を行う上で、宇宙開発を行う他省庁等との連携・区分けをより明確にすることは
不可欠である。
・各プロジェクトの実施にあたっては、直接的な目的や目標を掲げた上で公の場で事業
者を選定することにより、透明度を高めることが必要である。
【肯定的意見】
○少ない予算に対して、衛星、ロケット、地上システムで品ぞろえの多い事業展開となっ
ている。これは必然的に JAXA と違う事業推進アプローチ（JAXA に比較してはるかに少な
い予算と小ぶりなプロジェクトオフィスでの推進形態なので）を取ることを意味してい
ると思うが、このやり方はこれまでの USERS、SERVIS-1 等の事業の成功で実証されてい
ると云えるし、今回の評価対象事業にもこの思想が一貫していると評価できる。
○国家プロジェクトとしての宇宙産業プログラムは、資源エネルギー問題や地球環境問題
の対策として重要施策である。国際貢献と国際競争力の向上に向けて、適切かつ着実に
実施できる産学官連携による実施体制のさらなる拡充・強化に期待する。
○妥当である。
○宇宙技術の国際競争力を高める上でハードウェア、ソフトウェア両面での適切な先端技
術が選択されている。
○本プログラムは、概ねセンサ技術等わが国の得意とする基盤技術の利点を生かそうとし
ている施策である
○JAXAとは異なった、宇宙産業の振興という視点で行われる本宇宙産業プログラムは非常
に有意義なものであり、各事業の目標設定とそれに対する成果も非常に妥当なものであ
る。
【問題点・改善すべき点】
●公共の財としての国民の理解と受益者への研究成果の共有化を促進させるために、研究
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拠点ならびに事業化支援センターなどの整備・運営によるきめの細かい施策に期待する。
●技術分野の観点、また基礎・応用等のレベル的な観点から、他省庁との連携と区分けを
明確にすることが不可欠であるが、それが見えない。
●一連の技術開発の成果は結局人材を通じて継承されるものと考えられるが、このための
基本的考え方や施策が明確に示されることが望ましい。
●施策の観点からは、目標設定や成果のとりまとめにおいて、各プロジェクト固有の内容
とその上位（たとえば、宇宙利用産業の推進、宇宙技術のダウンサイジング、ミッショ
ンライフ倍増技術など）の目標・達成度評価などがあると政策的意義が見いだしやすい。
●準天頂衛星に絡めたいくつかの開発は国民の理解を得ることが困難であろう。宇宙ハー
ドウェアで国際競争力を持つことを願ったプログラムであろうが、今後は、そのように
直接的な目的を掲げたプログラムとすべきではなかろうか。その際に問題となるのは、
誰がその開発をするかであり、目的と目標を掲げた上で公の場で開発担当会社を選定す
る必要がある。
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第５章

技術に関する事業評価
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５−Ａ

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】
本事業は資源探査を通じた国家としてのエネルギー戦略と地理空間情報整備の基盤技
術開発のための重要課題であり、また地球観測衛星データ供給体制の国際貢献として評
価でき、国際的な競争力強化に資するものである。データの利用拡大についても取り組
んでいる。前回の中間評価への対応も適切であることから、妥当である。
一方、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、資源有望
地域の特定の寄与の度合い等の実成果及び費用対効果の検証、石油資源探査以外の分野
での実利用研究とその支援体制の検討も進めるべきである。また、今後の国の研究開発
の進め方（いつ、どこまで行うのか）を明確にし、研究費管理の点からのより厳密なプ
ログラム管理を行う必要がある。さらに、利用分野ごとの統計や利用方法などの分析、
学術での活用事例の取りまとめなども行うとよい。なお、PALSAR については、打ち上げ
が遅れたことにより達成度が低くなっている部分もあるので、今後改善する必要がある。
【肯定的意見】
○国策としてのエネルギー戦略と地理空間情報整備の基盤技術開発のための重要課題であ
る。
○石油資源探査のための地球観測衛星データ供給体制の国際貢献として評価でき、国際的
な競争力の強化に資するものである。
○プロジェクト展開ならびに利用者の拡大の両面において国際化が推進されている。
○石油・鉱物資源探査の効率化という国家的な重要課題に対して、大学研究者を含む幅広
い研究体制を敷いていることは評価できる。
○センサ技術などのハードウェア開発に偏ることなく、それらの技術を利用して得られる
知的財産としてのデータを有効かつ戦略的に活用しようという点は、高く評価できる。
○予算の主目的にかかわらず、利用分野の拡大の努力がなされている
○ASTER、PALSARからのデータ収集を積極的に行い、大量のデータが集積されつつある。一
部については詳細な解析を行い、地形、地質図などが公表された。
○地球観測データ量は増える一方である。これに対処するためグリッドファイルシステム、
グリッドデータベースミドルウエアの導入は妥当である。PALSAR フルポラリメトリでの
独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）独自の高精度岩相プログラムを組み込んでい
るのは特徴的である。InSAR、GPS を組み込んだ研究には L バンド合成開口レーダ（SAR）
であることから植生被覆地帯でもセンチメートル単位の変動の観測ができ、メリットは
大きい。
○経済効果の検討が行われ、費用対効果など一部の定量化が示された。
○前回の中間評価への対応も概ね適切である。
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○前回の中間評価以後実施体制の見直しを行い、AIST の地質分野担当をプロジェクトリー
ダとする変更が行われている。この変更は機能し始めていると評価したい。
【問題点・改善すべき点】
●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である。
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
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のかについての実成果及び費用対効果の検証
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
●プロジェクト全体として、研究開発をいつまで、どこまで進めるのかの指針が明確でな
い。国としてはあくまで研究開発だけを行い、実利用は民間に任せる方式も考えられる
が、その際、民間の受け皿はありうるのか？

あるいは、国として実利用まで踏み込む

のか？
●ソフトウェアの開発やデータ解析のための機器等に資金が必要なことは理解できるが、
研究費の具体的な使途が見えず、研究費管理の点からのより厳密なプログラム管理を期
待する。特に、費用対効果について、石油資源探査に絞ってみても、探鉱効率化に実用
的に役立つことを早急に実証して見せるべきである。
●経済効果の定量化については、プロジェクト（むしろ、プログラム）全体で評価する必
要がある。つまり、センサ開発から衛星製作・打ち上げ、そして運用の総経費に対して
どれだけの効果が認められるか、また、研究開発の項目ごとにどの分野でどれだけの効
果が期待され、その予測に対して、アウトカムはどうであったかの評価。
●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も行うとよい。また、学術での活用事例などもとりまとめ
ると成果がさらにわかりやすくなろう。
●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
後の改善をはかっていただきたい。
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５−Ｂ

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（プロジェク
ト）

【総合評価】
全地球規模での衛星による数値標高モデル（DEM）の生成・整備等で国際貢献及び国際
競争力の向上に寄与している。また仕様に沿った良い観測データを得るのみならず、こ
れまで約 10 年という長期間にわたって機能しており、その堅牢さや機器劣化、誤作動等
のデータが取得できたことは大きく評価できるものであり、妥当である。
一方で、最終的にユーザーが求めるものを考慮し、運用、データ処理も踏まえたシス
テム評価を行うことが望まれる。また、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、極軌道衛星コンステレーション化への取組の検討、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ビジネスサービスの支援体制の検討等
を進める必要がある。また短波長赤外放射計（SWIR）が停止していることからも、後続
衛星プログラムの加速は必要である。
【肯定的意見】
○ASTER は既に後期運用段階に入っていて、特に変更すべき事項はない。国際的事業として、
日本の役割を十分果たしていると考えられ、NASA からも高い評価を受けている。
○本システム打ち上げ後10年近くが経過しているにもかかわらず、機器の多くが正常に機
能している点で、本評価が対象とする後期運用期間での研究開発は妥当であると判断す
る。特に長期間にわたる機器の劣化、誤作動等のデータが得られている点は評価に値す
る。
○全地球規模での衛星DEMの生成・整備は、ASTERの成果として誇るべきものであり、国際
貢献と国際競争力の向上に寄与している。
○センサとしては計画値に対してすべて満足すべき性能を実現し、運用においても満足す
べきデータの取得を可能とした。
○各センサの開発・運用とも妥当であり、仕様にそった良い観測データを得ていると言え
る。
○低軌道に打上げ後10年に亘って動作しており、多大な成果を挙げていると思われる。10
年間の運用に耐えたという堅牢さは誇っていい成果である。
【問題点・改善すべき点】
●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。
●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。
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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
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
●最終的にユーザー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のか、あ
るいはユーザー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。
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５−Ｃ

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】
打ち上げから３年が経過したが順調に機能しており、開発目標の達成、機器の評価実
施状況ともに概ね妥当である。また、国際貢献及び国際競争力の向上にも寄与しており、
妥当である。
一方で、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、
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、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及び
そのためのワンストップサービスの支援体制の検討等を進める必要がある。また、デー
タの利用状況等についても評価を実施するとともに、軌道上の不具合についても後続プ
ロジェクトへ伝える必要があると考えられる。
【肯定的意見】
○打ち上げ後３年を経過して、順調にデータ配布を行っていることは評価できる。
○世界で唯一のLバンドでフルポラリメトリックのSARとして、国際貢献ならびに国際競争
力の向上に寄与している。
○センサとしては計画値に対してすべて満足すべき性能を実現し、運用においても順調に
データの取得を行っている。
○開発目標の達成、機器の評価実施状況ともに概ね妥当である。
○ALOSが順調に動作しつづけ、PALSARも正常に動作し、所定の性能を発揮している。非常
に喜ばしいことである。今後も衛星寿命の続く限り、最大限利用されることが望ましい。
【問題点・改善すべき点】
●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、フルポ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、
一般ユーザーへの影響がないことから周知されてはいないとのこと）
。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。
●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
術開発ならびにそのための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
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体制とサ
ービス支援体制の確立
●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。
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５−Ｄ

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】
本事業に取り組むことは国家のエネルギー戦略と地球環境監視の基盤技術開発という
観点から重要であり、また現在の国内の状況や公共的な利用という面から考えると、国
が画像及びデータの解析等の基盤技術の開発を主導することは妥当である。ただし、実
用としてどの程度役立つかはエンドユーザーに依存するため、エンドユーザーを明確に
し、エンドユーザーのニーズの把握等に一層注力し、利用価値を向上する観点から技術
開発を進める必要がある。また、その事業化に当たっては、民間への技術移転を速やか
に進めることはもとより、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、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の
支援体制の検討、ハイパースペクトル、マルチスペクトル、合成開口レーダ（SAR）デー
タの融合化のためのデータ標準化の検討等も進める必要がある。さらに、高頻度観測を
視野に入れた計測手段等の課題もある。これらの取組を進め、次世代型地球観測衛星の
事業化及び国際競争力の向上を図ることが必要である。
【肯定的意見】
○国家のエネルギー戦略と地球環境監視の基盤技術開発として重要課題である。国が積極
的に研究開発を実施するとともに速やかに民間へ技術移転することにより、次世代型の
事業化推進ならびに国際競争力の向上に寄与するものである。
○担当の財団法人資源・環境観測解析センター（ERSDAC）は ASTER/PALSAR データ解析で高
い技術力を有していて、この技術を資源ユーザーばかりではなく、一般への利用普及を
図ることは妥当と考える。
○取得データの解析・利用に重点が置かれており、今後の我が国の基盤技術（差別化技術）
獲得のための方向性を探る上で、是非とも成功させて欲しいプロジェクトである。
○世界的なレベルの研究開発となっている。
○衛星観測の高度化の大きな柱であるハイパースペクトル化の方向性は適切である。また、
この有力な応用分野と考えられる農業、森林分野へのチャレンジは評価できる。
○この種のデータの利用展開を踏まえ、諸外国と協力事業を推進している点も意欲的であ
る。
○国内で民間のリモートセンシング会社がまだ成熟していない状況や環境監視等の公共的
な利用を考えると、国が関与して利用技術の開発を主導することが必要であると思われ
る。開始されて2年間の報告を見ている限り、着実に目標を達成しているように思われる。
高付加価値のリモートセンシングデータが農林漁業の現場の方々が使い易い形で提供さ
れるよう、一層の努力を期待したい。
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【問題点・改善すべき点】
●センサの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。
●エンドユーザー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？
●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）ユーザー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
●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。
●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。
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５−Ｅ

次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジ
ェクト）
（プロジェクト）

【総合評価】
次世代衛星の最先端技術としての要素技術開発であって、パイロット的プロジェクト
としての意義があり、国際貢献並びに国際競争力を育成する上で促進する必要があると
考えられる。また、測位衛星という非常に公共的の高い宇宙利用について、そのキーテ
クノロジーを国が担うことは十分意義があり、成果も上がっていることから、妥当であ
る。
一方、事業期間途中での実施体制の変更により、官民の役割の位置付けの今後の方向
性が見えにくくなっており、各要素技術開発についても、国のプロジェクトとして行う
ことの意義をさらに明確にしていくことが不可欠である。また、最終段階での利活用（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）についての検討と費用対効果の検証を行うのと同時に、今回開発した
技術が準天頂衛星のみならず、我が国の宇宙開発で幅広く有効に活用されるよう今後取
り組んでいく必要がある。なお、本技術開発は次世代衛星の製造に利用する基盤技術の
開発を目的としたものであり、準天頂衛星は研究開発成果の実証試験の場である。しか
し「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、技術的な目標は概
ね達成しているものの、準天頂衛星の仕様の見直しにより、準天頂衛星における実証の
内容が当初想定したものと異なっていること、あるいは準天頂衛星では実証しないこと
となったことに留意すべきである。イオンエンジン開発については、今後は実用化のタ
ーゲットの拡大及び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を行う
べきである。
【肯定的意見】
○次世代衛星の最先端技術としての要素技術開発として、パイロット的プロジェクトとし
ての意義がある。
○測位衛星という非常に公共性の高い宇宙利用について、擬似時計のようなキーテクノロ
ジーの開発を国が担うことは十分に意義があり、成果もあがっていることは評価される。
○欧米に対応したGPS衛星開発の可能性として、評価でき、国際貢献ならびに国際競争力を
育成する上で促進する必要があると考えられる。
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が開発している衛星初号機のインターフェ
ース条件を満たし、納入期限どおりにヒートパイプを納めることができたことを評価し
たい。当初の測位・通信ミッションから測位のみのミッションに政府要求が変更されて
いることにも柔軟に対応している。
○衛星の高度化、軽量化および長寿命化という技術開発目標は明確である。
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【問題点・改善すべき点】
●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
証が必要である。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であ
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
必要であろう。
●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。
●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が不可欠である。
●「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。
●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。
●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。
●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。
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５−Ｆ

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】
本技術開発は次世代衛星の製造に利用する基盤技術の開発を目的としたものである。
その開発目標は明確に定められ、目的の達成度は十分であると評価できる。
他方、１０％の軽量化といった目標そのものについては、航空機・自動車等の他分野
ですでに達成している技術レベル等と比較して優位であるか否かが不明確であるため、
他分野への波及効果について検証することがための情報が不足しており、今後の評価に
おいて改善することが必要である。また現在の「衛星の小型化」という流れも踏まえた
波及効果の見通しを立てる必要がある。あわせて、次世代衛星開発を行うことで国民生
活にどのように寄与するのかもより具体的にすべきである。各省庁の連携における役
割・負担などの明確化と開示も必要である。
【肯定的意見】
○JAXA が開発している衛星初号機のインターフェース条件を満たし、納入期限どおりに構
造体を納めることができたことは評価したい。
○わが国の衛星メーカの競争力強化のために国家プロジェクトとして取り組む必要がある。
既存の海外GPS衛星システムに対応したわが国の国際貢献として評価できる。
○目的・開発目標が明確であり、目標の達成度も十分である。
○本開発が宇宙のみならず、運輸部門への波及効果が高い点はよく理解できる。
○複合材料の製造設計技術開発の進展により、宇宙のみならず運輸部門一般での軽量化か
らエネルギーコストの削減につながるという点で、国の関与が必要であるというのは理
解できる。また、詳細な数値目標、段階的な研究開発を経て、宇宙実証に至るという研
究開発計画も妥当であり、着実に成果を上げていると思われる。
【問題点・改善すべき点】
●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。
●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。
・「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。
・「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ーであり、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
20

合いは意味がない。
・「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。
●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、大型機を中心とする波及
効果の見通しにはやや懸念を感ずる。
●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。
●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。
●各省庁の連携における役割・負担などの明確化と開示。

21

５−Ｇ

太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）

【総合評価】
将来的な新エネルギーシステムの創生は国際貢献上極めて重要であり、国家プロジェ
クトとして取り組むべき最重要課題である。また、研究開発目標やそのための実証方法
については現実的であり、妥当である。無線送受電技術は他分野（電気自動車等）への
波及効果も高いため、地道かつ柔軟に技術開発を進めることが望まれる。
一方、軌道上実証等での初期投資が非常に大きなプロジェクトであるため、政府の積
極的な施策の推進が必要となるが、それを行うための十分説得力のある理由付けが必要
である。また、軌道上への輸送方法及びその実現のためのシナリオや環境への影響、安
全性の確認について十分に検討を行うべきである。さらに今後の実施体制等については、
テーマの大きさを踏まえ検討を行う必要がある。現在開発を行っている無線送受電技術
が最終目標である宇宙太陽光発電システムの実現にどのようにつながるか、また個別要
素技術では、テザーを用いたマルチバス方式とシングルバス方式の比較検討の経緯と結
果について明示すべきである。
【肯定的意見】
○調査だけでなくハードウェア込みできちんとした研究開発を実施しているのは日本だけ
である。実現のために何をすべきか明確になりつつあり、今後の研究開発の方向性が見
えるようになってきていることは評価したい。自動車に対する充電などに無線で電力を
伝送している例も報告されていて、一般人の認識が変化してきていると思う。今後も地
道に進めていただきたい。
○将来的な新エネルギーシステムの創生は国際貢献上極めて重要であり、国家プロジェク
トとして取り組む最重要課題である。宇宙太陽光発電のための発・送・受電一体の無線
送受電システムの研究開発に期待する。
○予算規模からみて妥当な成果が得られている。
○太陽追尾をやめてシンプルな構成としたことは一つの見識である。
○地上無線伝送を一つのターゲットとしたことは技術面、利用面から考えて現実的である。
○低軌道での実証のアプローチは現実的である。
○無線送受電技術の波及効果は極めて高い（たとえば電気自動車）と考えられ、着眼点は
よいので予算趣旨にとらわれず、柔軟に技術開発を進めることが望まれる。
○比較的小規模の予算をやりくりして、予算に見合った妥当な目標設定と達成度である。
○宇宙基本計画で宇宙太陽光発電システムが大きくとりあげられた昨今の情勢に鑑みて、
今後は事業の一層の拡大を図るべきである。

22

【問題点・改善すべき点】
●宇宙太陽光発電システム研究開発の難しさは、小型の要素技術はすでに人工衛星で実現
している（飛行している衛星は太陽電池で発電し、小電力ではあるが、テレメトリとい
う形で送電（電磁エネルギーを送信）していて、宇宙太陽光発電システムは原理的に実
証されている）ことから、宇宙太陽光発電システム実現のシナリオとしては大型構造物
から始めなくてはならず、軌道上試験に要する費用も膨大となることから、簡単に実現
できない。また、輸送コストも以前に描いていたシナリオ通りに安くならず、これも宇
宙太陽光発電システム実現を遅らせている。初期投資額が課題であることから、政府の
支援なしには民間は事業へ取り組めないことから、今後も政府の積極的な施策が必要と
なる。
●打ち上げ手段とそのコストの見通しが得られない段階での研究開発に対して、十分説得
力のある理由付けが必要であろう。
●送受電部の変換効率の向上、ビーム制御の高精度化、建造技術、資材輸送技術など各分
野でのわが国の総合力の強化・拡充と地上・宇宙空間での実証実験の推進。
●生態系、地球環境等への影響ならびに社会・生活安全性に関する慎重なる検証と研究成
果の開示。
●実際のシステム構築のための問題点克服には、輸送系や環境対策など、より広い視点か
らの技術開発が必要。
●マイクロ波送電は、地上では一部実用化しつつある技術であり、技術レベルとしてこれ
を大きく凌ぐものが期待される。
●テザーを用いたマルチバス方式は、独自のアイデアとして評価できる一方、短所の検討
が不十分である。テザーの運動制御（電池アレイの軌道制御に伴う振動）と安定性、多
くのバスへの補給と連携した制御、テザー切断時の安定とメンテナンスなど、複雑さが
増大する。シングルバス方式との比較検討の経緯と結果が良くわからない。
●実際に行っている無線送受電技術の検討と最終的目標としている宇宙太陽光発電システ
ムとには、技術的にも論理的にも乖離があるように思われる。
●JAXAでWorking Groupを組んで活動している研究者と体制が一部重なり、またテーマにも
一部重複（システム検討や経済性等）が見られる。省庁の垣根を超えたAll Japanでの取
組が望まれる。
●地球規模・人類規模の課題を解決するためのものであり、「宇宙産業プログラム」の域
を超えた事業とも言える。それにふさわしい取り扱いが得られるよう、関係各位の努力
が望まれる。
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第６章

今後の研究開発の方向性に関する提言
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＜技術に関する施策＞
【宇宙産業プログラム】
経済産業省の宇宙産業プログラムの役割は、宇宙産業の国際競争力の強化の観点から他
国の追従を許さない先進性を指向していくことである。それを実現するために、
・卓越した技術者を長期にわたり維持するための企業への何らかの施策または人材プール
組織などの創設（公益法人の人材プール組織としての見直しを含む）
・施策を実現するための安定した組織の構築
・新規企業が容易に参入するための体制整備、事業実施
・衛星等の実際に打ち上げられるものの研究開発のみならず、地上セグメント、地上にお
ける宇宙環境試験設備、打ち上げ設備等の周辺環境の整備
・軌道上からのサンプル回収技術
・超小型衛星のクラスタ利用技術の研究開発
・小型衛星機器に関連した国際標準形成支援事業
・革新的宇宙技術の誕生を促す事業の実施
等に取り組む必要がある。また地球観測については、搭載した機能を踏まえた衛星ごとの
役割の明確化、官民分担を考慮したデータベース化、データの利活用を見据えた関係省庁
との連携、実用化に向けてリアルタイムの観測が可能となるようなシステム（衛星のみな
らず、地上での解析等も含む）の検討、小型衛星群による低コスト型長期安定的ミッショ
ン体制の確立等を行っていく必要がある。なお、実用化に向けた特定のプロジェクトの実
施と、いわゆる技術力の向上を目指した基盤技術の開発は、きちんと仕分けた方がよいと
考える。
○今回の評価を実施する中、下記が浮き彫りとなった。
宇宙産業振興に当たっては軌道上の実証機会の提供が産業界から求められていた。これ
に応じる形で SERVIS などの施策が実施されてきたところである。しかし、ASTER の冷凍
機のように 50000 時間の寿命要求に応え、国際的にも太刀打ちできる製品が出来ても、
その後の衛星搭載機会がなく、担当した技術者が散逸してしまっている（JERS-1 では資
源バンドである短波長赤外センサ冷却のために戦車用として製造された冷凍機を用いた
が軌道上では 1600 時間で故障してしまった。この反省に立って ASTER では設計の見直し
が実施され 50000 時間を達成している）。勿論、技術者を維持するために必要もない衛星
を打ち上げることはできないことから、これら技術者を維持するための企業への人件費
補助や、あるいは人材プールの組織を創設することはできないだろうか？財団法人無人
宇宙実験システム研究開発機構（USEF）、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）がこのプールの役割を果たしてきたように思える（これを意識
していたとは思えないが）。これら公益法人の役割を人材プールの点から見直しすること
はできないだろうか？
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かつては日本の数少ない輸出品であったトランスポンダも三年程度の発注停止（総点検
時期と重なる）で技術者が配置転換にあい、今は海外からのオーダーもない。「国際競争
力強化」は宇宙産業プロジェクト実施の最高の目的であることを考えると、宇宙実証に
加えて技術レベルの長期にわたる維持のための施策が必要である。
宇宙科学研究所（ISAS）や独立行政法人情報通信研究開発機構（NICT）のような組織に
おいては産業界と深く連携し、これら組織では人材を固定し、技術力を維持してきてい
る。独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）もかつては同じ役割を果たしてきたが、
宇宙産業界との連携は薄くなってきている。
○宇宙基本法の成立で、経済産業省（METI）担当の技術分野が変わることが予想される。
これまでの METI の施策は先端的な技術開発を、宇宙実証を含めて、小ぶりの予算と少人
数の管理部門で実現して見せてきた。METI ではこれまでも JAXA が取り組めない（あるい
は取組が遅れている）ものを実現してきた。例えば JERS-1、ASTER での機械式冷凍機の
採用（資源ユーザ要求に対応するため）、EXPRESS、USERS における成果物の地上回収
（EXPRESS は失敗）、SERVIS での宇宙部品の軌道上実証。ASNARO での思い切った低価格小
型衛星バスの採用があげられる。今後も国際競争力強化の観点から他国の追従を許さな
い先進性を指向していくのは METI の役割と思う。
ただ、これら事業を国に代わって実施し、また、その期待に応えてきた組織的にスリム
な USEF、JAROS プロジェクトオフィスが逆風（公益法人見直し）にさらされていて、今
後の METI の手足となれるのかどうか不安である。今後も METI 施策を実現するための安
定した下位組織の構築が必要と思われる。
現在、ロケット、衛星とも企業としては TOP TWO があるだけで、後方支援が貧弱である。
宇宙産業は自動車産業にも似て、アセンブリを基本とすることから同様な産業階層を必
要とする。新規企業の参入は不可欠であり、参入を容易とする振興施策を期待したい。
これら新規企業を緩くカップリングするためのコンソーシアム（宇宙機器製造にあたっ
ての留意すべき点、簡易なプログラム管理を教える）が必要と思う。
○衛星による地球観測に関連する研究開発について、衛星・センサに関するスペース・セ
グメントの研究開発と並行して、地上受信局・衛星情報解析・ビジネス支援センターに
関する地上セグメントの研究開発による事業化への実施体制（研究拠点の構築と運営支
援体制）の確立（実利用ユーザーの視点に立った事業化への取組の必要性）。
○宇宙技術は、最先端を追求することによってその波及効果も大きくなることが期待でき、
最先端技術の育成を、コストや効率を考慮しつつ、施策として掲げることは重要である。
一方で、宇宙システム技術は多くの汎用技術の集大成であり、宇宙へのアクセスや利用
をより身近なものにして産業規模を拡大するためには、これらの汎用技術を如何に容易
に宇宙へ適用できるようにするかといったスキームの構築も重要であり、既に「重要基
盤技術の研究開発」において民生技術の活用が掲げられてはいるが、未だ十分機能して
いないように見える。特に直接的な技術の転用のみならず、それを可能にする地上試験
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設備やロケット打上げ設備などの周辺環境の整備を、国として強力に推進することが期
待される。
以上の提言に鑑み、次に示す事業案を提案する。
・簡便・安価に利用できる宇宙環境試験設備
民生技術の宇宙への迅速な転用のために、低コストかつ迅速に宇宙環境（真空下で
の熱環境、放射線環境、太陽光環境など）を模擬できる地上実験設備の導入を目的と
した調査研究が望まれる。
また、上記とは別に、宇宙の利用促進のためには軌道へのアクセス技術に加え、軌道上
からの試験サンプル等の回収技術の確立が不可欠である。この点から以下を提案する。
・軌道上からのサンプル回収技術
軌道上で試作或いは実験に供したサンプルを、安価かつ確実に地上で回収すること
ができれば、バイオ、医薬、電子デバイスなどの産業分野での研究開発・製造におけ
る宇宙利用が見込まれる。
○衛星による地球観測について、
・解像度軸、スペクトル分解能軸をふまえ、どの機能をどのような衛星で実現すべきかを
今後の事業の中で明確にすることが望ましい。
・取得データのデータベース化において、国が整備すべきインフラデータ、民を中心に整
備すべき高付加価値データなどのしきりを明確にした施策が望まれる。
・データの実際の活用は、農水省、国土交通省さらには民間となるので、関連省庁との連
携を進めていただきたい。
・小型衛星搭載型の観測システムの活用を考えたらどうか。
・宇宙ハブ型の中型衛星を基地とし、スレーブ型の小型衛星の多数運用など、従来型とは
異なる宇宙利用の姿を模索するような事業を考えたらどうか。
○既存の宇宙技術の延長線上にある技術開発だけでなく、新たな宇宙利用産業を産み出す
可能性のある革新的宇宙技術の誕生を促す事業があってもよい。
既に宇宙企業として実績のある民間企業の技術開発への支援だけではなく、宇宙分野と
関わりの薄い企業の宇宙参入を促すような事業があってもよい。SBIR制度の宇宙分野へ
の適用拡大が望まれる。
また、以下のような事業を行うべきである。
・超小型衛星のクラスタ利用技術の研究開発
50cm以下の超小型衛星を多数個同時に打ち上げて、クラスタとして運用した際に可
能となる利用形態の調査・研究とクラスタ運用に必須の基盤技術の研究開発。
・小型衛星機器に関連した国際標準形成支援事業
未だ萌芽状態にある小型衛星用機器については、非宇宙用民生部品の利用が前提と
なっており、機器の国際調達も従来の大型・中型衛星以上に盛んになると思われる。
国際的認証制度を握ることが、今後大きな発展の見込まれる小型衛星機器市場のシェ
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アの確保に大きく貢献すると思われる。国際標準の調査・提案とそれに必要な基礎的
研究。
・革新的宇宙技術研究開発支援事業
従来の宇宙利用の枠を超えた新たな宇宙利用を可能にする革新的技術を産官学に対
して広く公募し、研究開発を支援する。
○実用化に向けてリアルタイムの観測が可能となるようなシステム（小型衛星群のコンス
テレーション化といった衛星システムのみならず、地上での解析等も含む）の検討を行
うべきである。
○小型衛星群による低コスト型長期安定的ミッション体制を確立すべきである。また、
X/L/C SAR 及び LiDAR 搭載型の小型衛星群のミッション実施体制の確立にも力を注いで
もらいたい。
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＜技術に関する事業＞
【石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト）
】
これまでの研究開発の成果は資源探査ユーザーの衛星利用解析技術の底上げに大きな
役割を果たしており、本技術開発は今後も重要な役割を果たすと考えられる。今後につい
ては、東アジア衛星数値標高モデル（DEM）の作成、東アジア地域地質データベース利用
技術の推移に期待している。衛星を利用したリモートセンシング産業は、衛星による地球
観測の重要性が認識されてきていることから、衛星通信産業、衛星測位産業に次ぐ宇宙利
用産業として期待されるようになってきている。そのためにも、資源ユーザー及び他分野
ユーザーに対してより高次処理に重点を置きながらのユーザーフレンドリーな研究開発
の実施を望む。
○研究開発体制は平成１７年度から変更され、今後もこの体制での成果が期待できる。こ
れに先行する昭和５７年度から平成１６年度にかけて実施されてきた研究開発は資源探
査ユーザーの衛星利用解析技術の底上げに大きな役割を果たしてきた。石油等の資源の
安定供給への貢献を目的とした実用化技術開発は今後も重要な役割を果たすと考えられ
るが、さらに次世代システム・他分野への応用を目的とした東アジア衛星 DEM 作成、東
アジア地域地質 DB 利用技術の推移にも期待したい。衛星を利用したリモートセンシング
産業が、静止通信衛星産業（JSAT など）、測位衛星産業に次ぐ第三の宇宙産業になり得る
との認識から、資源ユーザーおよび他分野ユーザーに対してより高次処理に重点を置き
ながらフレンドリーな研究開発を実施されんことを提言する。
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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の研究開発（プロジェクト）
】
現時点で後期運用段階にあり、搭載推薬の残量から見て８年程度の運用が可能とされる
ことから、引き続きデータのトレンド評価を実施してもらいたい。なお、今後の衛星に搭
載するマルチスペクトルセンサの研究開発については、その開発要素の困難等を見極めた
上で国の関与の度合いを検討する必要があり、ハイパースペクトルセンサの研究開発に注
力することも検討するべきである。
○現在、後期運用段階にあり、搭載推薬の残量から見て８年程度の運用が可能とされるこ
とから、引き続いてデータのトレンド評価を実施していただきたい。ただ、今後の衛星
に搭載されるマルチスペクトルセンサは国が関与すべき開発要素が少なくなってきてお
り、むしろハイパースペクトルセンサの研究開発に注力すべきではないか。
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【次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト）
】
今後２年間の定常運用及び後期運用段階におけるセンサデータのトレンド評価を引き
続き実施してもらいたい。L バンド合成開口レーダ（SAR）については、ALOS-2 への円滑
な技術継承を引き続き行っていただきたい。SAR は光学センサに比べて民間のみでの開発
は難しいため、国が引き続いて開発を先導することが重要であり、今後はより高い地表分
解能が期待でき、小型化可能で他分野への展開も可能となる Ku バンド SAR の技術開発を
国が先導することを提言する。
○今後２年間の定常運用及び後期運用段階におけるセンサデータトレンドを評価する。L バ
ンド SAR については ALOS-2 への円滑な技術継承を行っていただきたい。光学センサに比
べて SAR は民間のみでの開発は難しく国が引き続いて開発を先導することが重要であり、
今後はより高い地表分解能が期待できる Ku バンド SAR を国が技術開発を先導することを
提言したい。KuSAR は小型化が可能で、ORS への展開も可能となる。
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【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）
】
ハイパースペクトルセンサ及び高空間分解能センサ開発体制を確立してもらいたい。ま
た、ハイパースペクトルの解析は我が国で独自に実施しなければならず、困難な面もある
ことから、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ものであり、また、今後応用が期待できる安全保障分
野へ展開できるよう、配慮する必要がある。
○ハイパースペクトル及び高空間分解能センサ開発体制の確立。
○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。
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【次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェク

ト）
（プロジェクト）
】
宇宙基本法・計画を踏まえ、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との役割分担
に留意する必要がある。また、今後はインテグレーション試験及び軌道上のデータの結果
を評価の上、設計の妥当性を評価することになるが、この評価結果を後継機の設計に活か
さなければならない。擬似時計は結果がよければ国外において普及する可能性があるし、
イオンエンジンは準天頂衛星以外の用途への適用の可否について検討を続ける必要があ
る。なお現在の本事業が実施している研究開発の対象はあくまで衛星基盤の一部に限られ
ている。他にも研究開発を行うべき要素は多く、本事業の一層の充実を希望する。
○現在の「次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業」は熱制御系としてのヒートパイプ
と通信系として擬似時計をその内容としているが、もともと衛星基盤はこの他に姿勢制
御系、通信系、構造系、データハンドリング系から構成されていて、現在の構成は虫食
い状況にある。次世代衛星基盤を構成する上述他系についても研究開発が必要な部分は
多いと思われる。本プロジェクト事業の一層の充実を希望する。
○宇宙基本法・計画を踏まえ、JAXAとの役割分担に留意して欲しい。
○今後、METI 担当サブシステムの衛星バスのインテグレーション試験結果および軌道上で
のデータ結果を評価し、設計の妥当性を評価することになるが、この結果をもとに反映
が必要な項目があれば後継機への設計に生かさなくてはならない。後継機については今
回の事業で製作した図面を用いて粛々と製作・試験することになる。
擬似時計については、打ち上げ後のデータを精査し、高価な原子時計を衛星に搭載しな
くても測位システムが成立するのかどうか確認する。結果が良ければ、原理的に優れた
方式であるので、国外においても普及するのではないだろうか。ホールスラスタについ
ては、準天頂衛星初号機への搭載は見送られている。後継機に採用されるためには噴射
時間が長いことによる常時の衛星位置変化が問題となるので、この解決のための衛星の
航法アルゴリズムの確立がまずは求められよう。測位衛星への搭載は短期間には難しい
ように思えるが、従来の通信衛星の軌道保持用の他に超低高度衛星の軌道保持スラスタ
として脚光を浴びている。準天頂衛星以外の用途への適用の可否について検討を続けて
いただきたい。
本「次世代基盤技術開発プロジェクト事業」は準天頂衛星のみに適用して終了して良い
ものではないと考える。次世代基盤に必要な他の要素を選び出し、事業の継続を希望す
る。立派な事業名称であるだけに、この事業だけで終了するのはもったいない。
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【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）
】
宇宙基本法・計画を踏まえ、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との役割分担
に留意する必要がある。大規模技術（メーカーなど）と小規模技術（中小企業など）のコ
ラボレーション研究開発資源の共有化への取組による国内宇宙産業の創生と振興に取り
組む必要がある。なお、本事業は精度の高い加工、試験法を確立していて、今後の構造材
設計の方向を示したものと言える。小型構造体への応用は即可能なことが示されている
が、今後は大型構造体設計にも応用可能な設計、製造、試験手法へ進展させる必要がある。
○大規模技術（メーカーなど）と小規模技術（中小企業など）のコラボレーション研究開
発資源の共有化への取組による国内宇宙産業の創生と振興。
○宇宙基本法・計画を踏まえ、JAXAとの役割分担に留意して欲しい。
○ヒートパイプ等の金属材料を埋め込んだサンドイッチパネルを FEM を用いた解析を実施
し、精度の高い加工、試験法を確立していて、今後の構造材設計の方向を示したものと
云える。小型構造体への応用は即可能なことが示されているが、SPS のように超大型な構
造体設計にも応用可能な設計、製造、試験につながる研究を実施することを提案したい。
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【太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）
】
宇宙基本計画では宇宙太陽光発電システムは重要プロジェクトとして位置付けられて
いる。実用までに長期間を要する息の長いプロジェクトではあるが、地球環境問題の深刻
化やエネルギー資源の枯渇が差し迫った課題となった現在の状況では、宇宙太陽光発電シ
ステムに対する現状の予算配分はあまりに小額である。宇宙太陽光発電システムは単なる
宇宙技術の問題として独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）や経済産業省の宇宙産
業室だけが取り扱う課題ではなく、関係機関が連携し、総合的な観点からシステム検討を
実施すべきである。また、「1GW 級等の発電によって化石エネルギーの代替を目指す」と
いう本来の主目的を前面に出して事業を進めてもらいたい。さらに、生態系・社会・生活
への、不確定要素も含んだ環境評価と対策を最優先にした研究開発が望まれる。経済産業
省においては、今後は平成２０年度から開始された「太陽光発電無線送受電技術の研究開
発」の事業計画に沿って進める必要があるが、宇宙太陽光発電システムの実現に大きな課
題となるのは、宇宙空間において効率的にエネルギーを集める技術、宇宙から地上に効率
的かつ安全にエネルギーを伝送する技術、宇宙空間に物資を経済的に運び大規模な構造物
を建築する技術等の開発であり、これらの技術課題を見極めるための研究開発を実施すべ
きである。宇宙での実証試験については、小型衛星バスを用いて行えば短期間での実証が
可能であると考えられるので、その活用が望まれる。なお、最終の姿は「静止衛星」と決
めず、他のシステムに対応した技術開発も考えたらどうか。
○生態系・社会・生活への影響評価（不確定要素を含む）と対策を最優先にした研究開発
を望む。
○この主目的は1GW級等の発電によって化石エネルギーの代替をめざす位置づけが本来の
あるべき姿である。目的の主張をあまり矮小化すべきではない。
○無線送受電などは、電気自動車への応用なども考えられので、より広範な位置づけで捉
えたらどうか。
○最終の姿を静止衛星と固定せず、太陽同期軌道、地球の移動レクテナ、フェーズドアレ
イによる移動ターゲット向け送信などによる低軌道システムも十分あり得ると思われる
ので、それに対応した技術開発も考えたらどうか。
○地球環境問題の深刻化やエネルギー資源の枯渇が差し迫った課題となった現在の状況で
は、宇宙太陽光発電システムに対する現状の予算配分はあまりに小額である。宇宙太陽
光発電システムは単なる宇宙技術の問題として、JAXAや経済産業省の宇宙産業室だけが
取り扱う課題ではなく、より大きなレベルでの取組が望まれる。
○実用までに長期期間を要する息の長いプロジェクトである。評価期間において送受電の
システム技術、高効率化技術、ビーム制御技術開発要素はいずれも明確になっていて今
後の実証計画も示されている。平成２０年度からは「太陽光発電無線送受電技術の研究
開発」が始められていることから、その事業計画に沿って進めていただきたい。４月末
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には宇宙基本計画（案）が公開され、その中で宇宙太陽光発電システムは重要プロジェ
クトとして位置付けられていて、研究開発の方向はこれと大凡整合しているようにも見
える。当面 5 年間は地上における実証試験を中心とすることは妥当と思うが、ASNARO バ
スを使用すれば、短期間で宇宙実証が可能となることも考えられる。宇宙太陽光発電シ
ステムの実現に大きな困難性を感ずるのは巨大な構造を必要とすることにある。太陽光
を集光することからエネルギー密度が低く、実用レベルの 100 万 KW だと 10km2 のパネル
面積が必要となり、このような大型構造物を静止軌道上に展開する技術は存在しない。
概念検討によるとテザー方式を採用することとなっていて、独創的なアイデアと思うが、
テザーは過去にも国外で宇宙実証が試みられているが、いずれもうまくいっていない。
ここは ASNARO 衛星バスを用いて実証していただきたいものである。
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第７章

評点法による評点結果

39

技術に関する事業に係るプロジェクト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日に改正された「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、技術に関する事業の中間・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、技術に関する事業全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
Ａ

石油資源遠隔探知技術の研究開発（プロジェクト）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.82

２．研究開発等の目標の妥当性

2.33

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.50

0.55

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.83

0.75

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

2.33

0.52

６．総合評価

2.33

0.52

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.33
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.33

2.50

2.33
1.83

2.33

Ｂ

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（プロジェクト）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.83

0.41

２．研究開発等の目標の妥当性

2.67

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.83

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.20

0.45

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

2.20

0.45

６．総合評価

2.83

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.83
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.67

2.83

2.83
2.20
2.20

Ｃ

次世代合成開口レーダ等の研究開発（プロジェクト）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.67

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.50

0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.33

0.52

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.20

0.45

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

2.20

0.45

６．総合評価

2.33

0.52

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.67

2.50

2.33

2.20
2.20

2.33

Ｄ

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）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.50

0.55

２．研究開発等の目標の妥当性

2.33

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.75

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.50

0.84

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

2.17

0.41

６．総合評価

2.17

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

2.50

2.33

2.17

2.17
1.50

1.50
1.00
0.50
0.00

2.17

Ｅ

次世代衛星基盤技術開発プロジェクト事業（準天頂衛星システム等開発プロジェクト）（プロジェクト）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.67

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.00

0.63

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.00

0.63

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.50

0.55

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

1.83

0.75

６．総合評価

1.83

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2.00
1.67

2.00
1.50

1.83

1.83

Ｆ

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）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

1.83

0.75

２．研究開発等の目標の妥当性

1.67

0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.17

0.75

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.52

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

2.00

0.89

６．総合評価

2.00

0.63

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.17

2.00
1.83
1.50
1.00
0.50
0.00

1.67
1.67

2.00

2.00

Ｇ

太陽光発電利用促進技術調査（プロジェクト）

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.33

0.52

２．研究開発等の目標の妥当性

2.17

0.41

３．成果、目標の達成度の妥当性

1.83

0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性

1.67

0.82

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

1.83

0.41

６．総合評価

2.17

0.41

（※）１〜６の評価項目ごとに、各委員の平均値を算出。

平均点

（各項目 点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.50
2.33
2.00

2.17

2.17
1.83

1.50
1.00
0.50
0.00

1.67

1.83

