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ロケットの父「ヴェルナー・フォン・ブラウン博士」
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➢ 第2次世界大戦時、ナチス・ドイツ軍に従事し、V2ロケットを開発

➢ ドイツ軍はこれをイギリス、ベルギー、フランス、オランダへ発射

「宇宙にいく為なら悪魔
に魂を売り渡してもよ

い」と思った

➢ 終戦時にアメリカへ亡命
➢ その後、米ソ宇宙開発競争の中で、米国初の人工衛星打上、米国
初の有人宇宙飛行実現、世界初の月面着陸を実現して引退

Image source：,NASA

ロケット開発（ミサイル開発）の歴史



米ソ宇宙開発競争
（≒軍事技術開発競争）
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V2
（ナチスドイツ）

R-7 ボストークジュノーⅠ
（ジュピターC）

レッドストーン ＆ FREEDOM 7

スプートニク
エクスプローラーⅠ

ユーリ・ガガーリン

アラン・シェパード

第二次大戦
（ロンドン攻撃）

1944年 1957年10月 1958年1月 1961年4月 1961年5月

高度187.6 kmへ行っただけ人類初宇宙飛行（地球1周）

人類初人工衛星の成功

同時開発されていた大陸間弾道ミサイル技術を流用

（＝ロケットとミサイルは同根という考え）

Image source：RSA,NASA

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg&page=1


北朝鮮のミサイル開発問題
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ロケットマン

2016年ミサイル発射航跡

2017年ミサイル発射航跡

https://nagix.github.io/nk-missile-tests/



弾道ミサイル技術⇒地球旅行技術？
SpaceX社の「超巨大ロケット」を利用すれば、地球上の任意の2地点間を1時間未
満で移動できると発表。

ロケット先端に搭載するものが、「核弾頭（北朝鮮）」なのか、「旅行船（民間企
業）」なのかという違いなのか？

地球旅行船

エコノミークラスの料金で
どこへでも1時間以内で

移動できるよ

宇宙への民間投資額（年1000億円前後）
6Image source：SpaceX、ｃbinsights



日本は弾道ミサイルを開発できるのか？(私見)
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✓ 核起爆装置が開発できるかは不明（宇宙屋の仕事ではない）
✓ ロケット屋ができるのは輸送手段（ミサイル）であり、核関連装置は専門技術者が必要

✓ 現在の国内技術を用いればミサイルは開発可能

✓ 再突入＆誘導制御技術を開発すれば完成できる（期間1年）

一方で、、、

✓ 開発能力があっても、もし開発すれば失うものの方が大きい？

✓ 国際的な宇宙コミュニティーから追い出される可能性がある

➢国際共同開発（宇宙探査など）から参加を拒否される？

➢開発企業のイメージが悪くなり、海外企業からも提携を断られる？

➢民間宇宙ビジネスの拡大で、ビジネス機会喪失の方が大きい？

（事例）クリミア侵攻したロシアは、欧米諸国からの反発と制裁で、国際宇宙ス
テーション以外の国際協力プログラムから締め出され、国際社会から孤立
ロシア宇宙企業も欧米市場から締め出された



宇宙技術は軍民両用技術
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ミサイルの誘導制御 カーナビ ポケモンGO

北朝鮮のミサイル発射監視 農作物の発育状況確認 石油タンク容量の増減（先物取引）

軍の部隊展開の基本情報 台風接近や集中豪雨予報による避難情報の提供

地球観測衛星

気象衛星

GPS衛星 軍事利用 民事・商用利用

宇宙技術は経済活動とも密接に噛み合っており、軍民両用（Dual use）技術という理解は、国際常識
Image source：ＵＳＡＦ，Digitalglobe、NOAA、USN、orbital insight、NHK、気象庁、ナイアンテック



情報収集衛星は軍事衛星なのか？
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✓ 1998年の北朝鮮がテポドンを打上げて、導入が決定された

✓海外衛星データの購入は、保有国の政策に左右されることから日本独自の偵
察機能を持つべしという判断があった

✓ 「一般的に利用されている機能と同等の衛星であれば（軍事的に）利用すること
は可能」とする「一般化原則」という解釈があった。（例：自衛隊が携帯通信を利
用するのと同じ考え）

✓ 北朝鮮監視がトリガーとなったが、各省庁が使える方が望ましいという考え

✓ 情報収集衛星の管轄は（防衛省ではなく）内閣官房

✓ユーザーの１つが防衛省に過ぎない。

✓内閣官房のほか、警察庁、公安調査庁、外務省、消防庁、経済産業省、海上
保安庁、国土地理院が使用している

軍事衛星とも言えるし、民事衛星とも言えるのでは？（＝軍民両用）



日本の宇宙政策について
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Image source：内閣府

2008年「宇宙基本法」制定

2016年「宇宙基本計画」改定、
「宇宙活動法」成立（民間ロケット打ち上げの許認可制度など）
「衛星リモートセンシング法」成立（衛星画像データの販売の許認可）

宇宙開発（文部科学省主導型）⇒宇宙開発利用の時代へ



2008年宇宙基本法成立の背景（私見）
宇宙基本法制定前は？

 ロケット打上はJAXAしかできない法体制だった

✓ 民間企業が打上事業を実施できる法律が無かった（無法状態）

 研究開発中心の政策体質

✓ JAXA管轄が文部科学省だったため、研究開発主体で産業化はほぼ皆無

 宇宙産業の競争力低下

✓ 国家宇宙予算に依存する産業体質（輸出能力が乏しい産業体質）

 国際情勢の変化

✓ 宇宙の商業化加速（欧米露の宇宙経済競争）

✓ 諸外国では、商業宇宙活動に関連した法整備が進んでいた

 日本だけが軍事利用禁止という仕組みでもあった

✓ 軍民両用技術であることを、真正面から議論できる環境になかった

✓ 業界関係者の多くがバッシングされたくないという思いが強かった

✓ メーカ側も宇宙部署と軍事部署の切り分けを厳しくしていた

政策と産業界の新陳代謝が目的だったが、マスコミは軍事利用解禁だけ取り上げて騒いだ 11
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日本の宇宙予算

※四捨五入の関係で合計は必ずしも一致しない。
※戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）等、予算の一部が宇宙関係であるものの額が確定されないものは、上記予算
額には計上していない。
※財源等の関係により現時点で額を確定できないものは、前年度の予算額を基に計算している。

参考

要求額
(②)

優先課題推進枠
(③)

概算要求総額
（④=②+③）

平成28 年度補正
予算案+平成29
年度概算要求
（⑥=④+⑤）

億円 億円 億円 億円 億円 億円
内閣官房 619 557 160 717 175 892
内閣府 152 132 68 200 44 244
警察庁 12 8 0 8 8
総務省 60 57 10 67 1 67
外務省 3 3 0 3 3
文部科学省 1,524 1,323 401 1,725 280 2,004
農林水産省 2 3 0 3 3
経済産業省 30 20 9 29 23 52
国土交通省 102 51 1 52 52
環境省 57 51 7 58 58
防衛省 340 342 98 440 440

合計 2,899 2,548 754 3,303 522 3,825

平成28 年度
補正予算案

(⑤)
宇宙予算

平成28 年度
当初予算額

(① )

平成29 年度要求枠



平成28年度宇宙予算案（昨年度データ/H29年は未発表）
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合計
億円

内閣官房 情報収集衛星関係経費 701.20 701.2

準天頂衛星システムの開発・整備・運用 188.75
中央防災無線網の整備・維持管理等 2.03
宇宙利用拡大の調査研究 4.00
戦略的イノベーション推進プログラム(SIP) 500の内数

警察庁  高解像度衛星画像解析システムの運用・通信衛星使用 11.55 11.55

海洋資源調査のための次世代衛星通信技術に関する研究開発 0.86
宇宙通信システム技術に関する研究開発 24.99

 衛星画像判読分析支援 3.49
 宇宙外交推進費 0.14

先進レーダ衛星(新規) 13.80
次期技術試験衛星(新規) 4.63
小型月着陸実証機(新規) 40.63
新型宇宙ステーション補給機(新規) 19.58
Ｈ３ロケット 225.00
宇宙状況把握（SSA）システム 14.55
革新的衛星技術実証プログラム 25.80
ジオスペース探査衛星(ERG) 79.02
温室効果ガス観測技術衛星後継機(GOSAT-2) 39.15
気候変動観測衛星（GCOM-C） 70.94

被災地域の農作物等復興状況の把握 0.20
漁業取締のための船舶監視システム（ＶＭＳ）の運用 1.70

超高分解能合成開口レーダの小型化技術の研究開発 5.00
宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業（SERVISプロジェクト） 3.50
ハイパースペクトルセンサ等の研究開発 17.11
太陽光発電無線送受電高効率化の研究開発 2.50

QZSSを利用した航空用の衛星航法システム（SBAS）による測位補強サービスの実現 2.48
Ｇ空間情報の円滑な流通促進に向けた検討 1.16
静止気象衛星業務等 84.02
人工衛星の測量分野への利活用 9.75

いぶき後継機開発体制整備等 36.31
衛星による地球環境観測経費 10.41

衛星通信、商用画像衛星の利用等 351.78
宇宙を利用したC4ISRの機能強化のための調査・研究等 10.74
宇宙監視に係る取組 1.94

内閣府 196.41

国土交通省

1893.99

1.9

3.63

32.91

文部科学省

経済産業省

農林水産長

50.29

政府機関名
主要宇宙プログラム

億円

105.93

58.78

364.56

環境省

防衛省

総務省

外務省



宇宙基本法と宇宙活動法で何が変わったか

政策意思決定が「文部科学省」から「内閣府・内閣官房」へ
✓ 文科省が日本の宇宙政策の司令塔だったものが、政府中枢へ

✓ しかし、意思決定権はあっても予算決定権は各省庁が有している

文部科学省所管のJAXAが、複数省庁の所管へ
✓ 文部科学省、総務省、経済産業省の所管へと変更

民間商用宇宙活動が可能になった
✓ 宇宙基本法成立前は、通信放送（スカパー衛星）衛星事業のみ可能

✓ 新たにロケット打上、（通信以外の）商用衛星サービス事業、宇宙探査ビ
ジネスなど、宇宙ベンチャー企業が国内で活動できる法律が整備された

✓ 日本を支える次世代の宇宙産業を育成する環境が整った
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アクセルスペース
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 日本で唯一、超小型衛星分野で商業衛星受注・打上・運用に成功した企業

✓ ウェザーニュース社の北極航路開拓のための流氷観測衛星WNISATを開発、打上成功

✓ 軌道上にて不具合発生、再製造したWNISAT-1Rを2017年打上予定

 世界初のCubesatを成功させた東京大学中須賀研出身の学生が創設

 2015年9月、シリーズA投資ラウンドにおいて総額約19億円を調達

 2015年11月、AxelGlobe計画：超小型衛星群による地球観測画像データ事業への参入を表明

✓ 日本初の小型衛星サービス事業を民間投資で開始する

✓ 画像サービス事業AxelGlobe は、衛星運用がスカパーJSAT、事業開発が三井物産

 GPS掩蔽観測による気象観測技術獲得のためWNISAT-1Rにセンサーを搭載。光通信装置も

ほどよし1号機 ＧＲＵＳWNISAT-1と１R

撮影方式 プッシュブルーム方式
パンクロマティック：2.5m
マルチスペクトル：5.0m
パンクロマティック：450-900nm
マルチスペクトル
青：450-520nm、緑：520-590nm、赤：630-690nm
近赤外：760-900nm

信号ノイズ比 200以上
刈幅 15km以上

画像保存容量 64GB

地上分解能

バンド

Image Source:AXCEL Space

新時代への潮流（民間宇宙ベンチャーの誕生）

GPS掩蔽観測（気象）



アストロスケール
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 「宇宙デブリ除去事業」を目指す日本初の宇宙ベンチャー企業

 2015年2月16日、日本最大のベンチャーキャピタルである株式会社ジャフコより投資総額約９億円の
第三者割当増資によるシリーズA 資金調達を2015 年１⽉月末に完了。

 日本に開発拠点を設立し、スペース・デブリ除去衛星の開発を加速させ、2017 年の終わりまでに世界
で初めてのスペース・デブリ除去のデモンストレーション実施予定。

 衛星は2種類
✓ デブリ除去衛星ADRAS 1（打上は未定）

✓ デブリモニタリング衛星IDEA OSG 1(2018年打上予定)

 デモミッションを2018年打上予定

ADRASミッションの流れ

ADRAS１ Image Source:アストロスケール

新時代への潮流（民間宇宙ベンチャーの誕生）

IDEA OSG 1



iSpace
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 Google Lunar Xprizeの賞金レースに参加しているチームHAKUTO計画の事業会社
✓ 月面賞金レース。優勝賞金総額が約30億円。優勝は20億円という企画

 東北大ベンチャーといわれているが、CEOの袴田氏はジョージア工科大学出身
✓ 大学在学時は技術だけではなく、資金調達やビジネス化の勉強をした経緯がある

 HAKUTO計画においては、au、JAL、IHIグループ、リクルート、SUZUKI、セメダイン社が
スポンサーになっている。

 月面ローバー開発は、Google賞金レースに参加できるという観点から、世界中の学生（欧
米一流大学出身）がインターンでやってくる状況。人材が集まる環境を作り出している。

 ローバー後のビジネスは？

？

月面ローバー
Image Source:iSpace

新時代への潮流（民間宇宙ベンチャーの誕生）

インドのチームインダス着陸機に相乗り
次のプロジェクトは？



新世代小型ロケット開発企画
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 異業種によるロケット事業へのチャレンジ

 キヤノン電子、IHI Aerospace社、清水建設、日本政策投資銀行の4社で構成

 宇宙基本法、宇宙活動法によって事業参入が可能となった事例

Image 日経新聞

新時代への潮流（民間ロケット会社の誕生）


