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昨年、 宇宙基 本法 が成立 し、 施行されたことを受け、宇宙開発利用は、国際 約束
の 定める ところ に従 い、日 本国 憲法の平和主義の理念にのっとり行われることとな
っ た。ま た、国 は、 国際社 会の 平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資す
る 施策を 推進す るた め、必 要な 施策を講ずることとされた。更に、宇宙開発利用に
関 する施 策を総 合的 かつ計 画的 に推進するため、内閣に宇宙開発戦略本部が設置さ
れた 。
防衛省 として は、 宇宙基 本法 の成立という大きな環境の変化を踏まえ、政府 全体
と しての 総合的 かつ 計画的 な宇 宙開発利用の検討と連携して、新たな安全保障分野
に おける 宇宙開 発利 用の可 能性 等について、必要な施策の検討を行うものである。
Ⅰ． 宇宙開 発利用の 動向
１ ．防衛 分野での 宇宙開発 利用の意義
近 年の軍 事科 学技術 の進展 により、防衛力の整備に当たっては、センサー、
通信 、指揮 ・統 制、各 種プラ ットフォーム（車両、艦船、航空機等）といった
個々の 装備品や システム を有機的に連接させること（ネットワーク化）により 、
(a)広域にわた る高度か つ正確な状況把握、(b)リアルタイムでの情報共有、(c)
遠 隔 地 か らの短時間 での指揮・ 統制、(d)精密誘導、 等を実現し、 装備の 集 合
体と して最 大限 の能力 を発揮 すること（システム化）に主眼が置かれている。
こ のよう なネ ットワ ーク化 及び装備のシステム化に当たっては、従来の地表
を利 用した シス テムや 装備品 に加え、如何なる国家の領域にも属さず、地表の
地形 等の条 件の 制約を 受けな い宇宙空間の特性を利用することが極めて有益で
あり 、今後 とも 見通し 得る将 来、防衛分野における宇宙開発利用が不可欠とな
ってい る。
２ ．防衛 分野での 主な宇宙 開発利用の例
宇 宙にお いて は、地 球観測 技術の発達により、気象・海洋現象を含む地表の
状況 把握や 、電 波の送 受信が 地球規模で可能となった。このような状況を踏ま
えれ ば、防 衛分 野にお ける宇 宙開発利用は、主として、情報収集・警戒監視、
情報通 信、測位 及び気象 観測の４つの機能に分類することが出来る。
(1) 衛 星を利用 した情報 収集・警戒監視
衛 星 による情報 収集・警戒 監視は、 光学、レーダー（ＳＡＲ ）、赤外 線 等
の多 様な セン サーの 利用が 可能であり、各種事態の兆候の早期察知や国 際平
和協 力活動に 資する現 地状況の把握等において極めて有益である。
(2) 衛 星を利用 した情報 通信
衛 星通 信は 、比較 的簡易 な地上インフラにより、広域をカバーする通 信網
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の構 築が 可能 であり 、同報 性、自然災害に対する抗たん性に優れる。地形に
よる 通信 遮断 を受け にくく 、衛星通信は柔軟性を有した手段の一つである。
ま た、 新た な運用 ニーズ として、部隊間において任務を円滑に遂行するた
めに 不可 欠と なる確 実な指 揮命令と迅速な情報共有の必要性が高まっている
が、 衛星 通信 はこの ような ニーズを支える主要なインフラの一つでもある。
(3) 衛 星を利用 した測位
衛 星を 利用 した測 位情報 は、地上のインフラに頼らず、時間、場所を問わ
ない 測位 が可 能であ るため 、航法、位置標定のみならず、目標に対する命中
精度 の向上、 戦場認識 ・戦場管理や時刻同期等にも活用可能である。
(4) 衛 星を利用 した気象 観測
気 象衛 星は 、国内 外にお ける部隊の各種行動及び任務に影響を与える気象
情報 を迅速か つ常続不 断に収集することが可能な手段である。
３ ．各国 における 防衛分野 での宇宙開発利用の状況
各 種公刊 資料 によれ ば、現 在、上記２．の機能を全て保有しているのは米国
のみ であり 、ロ シアが 少なく とも情報収集・警戒監視、情報通信及び測位の各
機能 を維持 して いると 考えら れる。欧州の主要国は、情報収集・警戒監視、情
報通 信の機 能を 保有し ている 。中国は、情報収集・警戒監視、情報通信、測位
の分野 で宇宙開 発利用を 行っている可能性がある。
な お、欧 州諸 国では 民生分 野での測位機能の整備を目指したガリレオ計画が
推進さ れている 。
こ のよう に、 各国は 、防衛 分野での情報通信の機能整備を進めているほか、
情報収 集・警戒 監視の機 能の維持や獲得に努めている。
４ ．防衛 分野での 宇宙開発 利用の将来動向
上 記２． の機 能は、 今後も 防衛分野において重要なものであり続けると考え
られ るが、 将来 的には 、科学 技術の動向等によって宇宙開発利用の在り方も変
化し ていく 可能 性があ る。例 えば、宇宙開発利用の進展に伴い、いわゆる宇宙
ごみ の問題 が深 刻化し つつあ ることから、自国の宇宙開発利用の安全性の確保
等につ いて関心 が高まる ことが考えられる。
防衛 分野での 宇宙開発 利用の動向については、十分な注視が必要である。
Ⅱ． 宇宙開 発利用の 現状と課 題
１ ．情報 収集・警 戒監視
新 たな脅 威や 多様な 事態へ の実効的な対応をはじめとして各種事態において
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防衛 力を効 果的 に運用 するた めには、各種事態の兆候を事前に察知し、迅速・
的確 な情報 収集 ・分析 ・共有 を行うことや、平素から領海・領空とその周辺海
空域 を常時 警戒 監視し 、防衛 に必要な情報を収集・処理することが極めて重要
であ り、宇 宙の 利用は 、情報 収集・警戒監視の能力を強化する有力な手段と位
置づけ られる。
(1) 画 像情報収 集機能
【現 状】
画 像情報収 集機能を 有する衛星は、光学センサーにより画像を撮影する「光
学衛 星」 と地 表面か らのレ ーダー反射により画像を合成する合成開口レーダ
ー（ ＳＡ Ｒ） 衛星に 区分さ れる。ＳＡＲ衛星は、レーダーの特性上、光学衛
星で は撮 影が 困難な 夜間及 び曇天時においても画像の取得が可能であり、両
者を 有機的に 組み合わ せて使用することが効果的である。
こ のた め 、 防衛 省 にお い ては 、 イコ ノ ス （光 学 ）、 TerraSAR-X（ Ｓ ＡＲ ）
と い っ た 各 種 の 高 分 解 能 商 用 衛 星 を 総 合 的 に活 用 し て 情 報 収 集 に 努 め て い
る。
ま た 、光学衛星 及びＳＡＲ 衛星からな る情報収集衛星（以下 「ＩＧＳ」）
は、 安全 保障 や大規 模災害 等への対応等の危機管理のために、政府一体とな
って 導入 した もので あり、 防衛省としても、各種の情報分析に適切に活用し
てい る。 更に は、我 が国の 民生用の画像情報収集衛星の開発・運用も進んで
いる 。
な お、 米国 におい ては、 衛星の機能が突如失われる事態への対応や、緊急
時に 特定 の地 域を集 中的に 監視するため、能力が限定され短寿命であるが、
打上 げのため の準備期 間を短縮できる即応型小型衛星を開発中である。
【課 題】
防 衛省 が利 用して いる高 分解能商用衛星については、コスト面や分解能に
優れ るも のの 、適時 に必要 な画像を取得できない場合が発生することも考え
られ る。 一方 、ＩＧ Ｓは性 能向上が図られる計画があることや、宇宙開発利
用に 関す る施 策を政 府が一 体となって総合的かつ計画的に推進することが期
待さ れて いる こと等 を踏ま え、ＩＧＳの機能強化をはじめとする画像情報収
集機 能の強化 を図るこ とが必要である。
な お、 ＩＧ Ｓを補 完する 観点から、即応型小型衛星については、米国にお
ける 開発 動向 や技術 的可能 性等を勘案しつつ、防衛省のニーズを踏まえ検討
する ことが必 要である 。
ま た、陸域 観測技術 衛星等の民生用の画像情報収集衛星の能力向上に伴い、
幅広 い用 途へ のデー タの利 用が可能と考えられることから、これらのデータ
の 有 効 活 用 に つ い て も 検 討 を 行 う と と も に 地理 空 間 情 報 活 用 推 進 基 本 計 画
（平 成２０年 4 月１ ５日閣議決定）の趣旨を踏まえ、当該データの一般 利用
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につ いて 、国 の安全 の観点 から配慮すべき事項について適切な枠組みの構築
を図 ることが 必要であ る。
(2) 電 波情報収 集機能
【現 状】
防 衛省 にお いては 、我が 国上空に飛来する軍事通信電波や各種兵器システ
ムの 発す る電 波等の 収集を 行っているが、現状では、電波の特性等から収集
でき る範 囲が 限定的 である 。電波情報収集衛星については、米国、ロシア等
が保 有し てい るとさ れてお り、その有用性があると考えられるが、それらの
運用 の詳細は 明らかに なっていない。
【課 題】
電 波情 報収 集につ いては 、常続的な調査・追跡が必要となることから、対
象地 域に 対す る常時 の収集 態勢を平素から確立する必要があり、そのために
は、 相応 の予 算と要 員が必 要となる。また、電離層を透過した電波の特性等
につ いてより 一層の解 明が必要である。
(3) 早 期警戒機 能
【現 状】
我 が国の弾 道ミサイ ル防衛（ＢＭＤ）システムは、我が国のレーダー網（地
上及 び艦 船レ ーダー ）によ り、宇宙空間において我が国に飛来する弾道ミサ
イル を探 知・ 追尾し 、これ を迎撃することが可能である。一方、弾道ミサイ
ルが 発射 され た直後 にこれ を探知することが可能となれば、一層効果的に対
応す るこ とが 可能と なるた め、我が国は米国から弾道ミサイルの早期警戒情
報を 入手 し、 これを 自衛隊 の自動警戒管制システムに連接させること等によ
りＢ ＭＤシス テムの信 頼性の向上に努めている。
【課 題】
弾 道ミ サイ ルが発 射され た直後にこれを探知する早期警戒機能は、我が国
が保 有す るＦ ＰＳ－ ５レー ダー等のセンサ情報を補完する役割を果たすこと
から 、ＢＭＤ システム の更なる信頼性の向上の観点から有意義である。
た だし 、早 期警戒 機能を 有する衛星システムは、弾道ミサイル発射後、発
射の 事実 、発 射位置 、発射 時刻、発射の方向を確実に検知し至短時間で通報
する ことが求 められる。こ のため、技術面では、大気や雲の影響を取り除き、
ミサ イル の熱 源特性 に最適 化させたセンサーの開発や、各種ミサイルの赤外
線特 性、 雲や 大気等 の気象 現象が赤外線に与える影響に関するデータベース
を整 備し 、誤 検出を 最小化 することが不可欠である。このようなデータベー
スの 整備 やセ ンサー の最適 化などシステムの構築には長い年月を要すること
を考 慮する必 要がある 。
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な お、 米国 のミサ イル防 衛庁によれば、将来的に、高性能な赤外線センサ
ー等 によ って 、弾道 ミサイ ルの発射の探知のみならず、宇宙空間において弾
頭を 識別 、追 尾し、 地上の 監視センサー及び迎撃システムに目標に関する情
報を 迅速 に伝 達でき るよう にする計画もあり、このような技術が実用化され
れば 、弾道ミ サイルの 迎撃精度の更なる向上が期待される。
(4) そ の他将来 に向けた 検討
防 衛省 ・自 衛隊は 、我が 国周辺海空域において、艦艇、航空機、陸上施設
等に よる 常続 的な警 戒監視 を実施しているが、新たな脅威や多様な事態への
実効 的な対応 のため、 より常続的な警戒監視能力が必要である。
衛 星の 利用 により 、警戒 監視能力を強化できる可能性はあるが、広範囲を
高分 解能 で常 続的に 監視す るためには未だ技術的課題が多いため、ニーズの
緊 急 性 、技術的課 題動向、非 代替性（ 無人機等との機能分担）、費用対 効 果
の観 点から検 討が必要 である。
２ ．情報 通信
【現状 】
防 衛 省・自衛隊では、 Ka、 Ku 帯（大容量通信）を、商用（汎用）の高速 衛
星通 信サー ビス により 、艦艇 との通信、ヘリ映伝等に利用している。また、ス
ー パ ー バード衛 星の X 帯（中容量通信） は、防衛省専用として 、艦艇、航 空
機等と の通信に 利用して いる。
【課題 】
自 衛隊の 通信 所要は 、一般 社会における通信と同様に増大傾向にあり、高速
移動 体との 通信 を含む 画像や 映像等の迅速な伝送が必要となっている。今後、
通信所 要を検討 した上で 、衛星通信機能の向上を図る必要がある。
３ ．測位
【現状 】
自衛 隊の各種 装備品は、測位分野では米国のＧＰＳ衛星のみを利用している。
用途 として は、 位置標 定、精 密誘導、航法・飛行制御、時刻同期等に利用して
いる。
特 に高精 度の 位置情 報を必 要とする誘導弾等、米国で軍用に開発された装備
品には 軍用コー ドが、そ の他の装備品には民用コードが適用されている。
現 在、米 国は 、民用 コード の精度を下げる措置を停止しているため、民用コ
ードに ついても 、軍用コ ードと同等の精度が確保されている。
【課題 】
防 衛省・ 自衛 隊でも 、高精 度の位置情報を必要とする誘導弾等の装備品は、
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軍用コ ードを利 用してお り、米国がこれを運用している限り特段の課題はない。
他 方、今 後、 民用コ ードの 利用に支障が発生した場合、防衛省・自衛隊の位
置標 定、航 法・ 飛行制 御に影 響を及ぼすおそれがあることから、軍用コードの
利用拡 大につい て検討が 必要である。
ま た、Ｇ ＰＳ につい ては、 ジャミング等の脆弱性についての指摘があるが、
例え ば航空 機の 場合、 航法に 慣性航法装置（ＩＮＳ）等と併用してＧＰＳを利
用し ており 、Ｇ ＰＳに 頼らず に行動することも可能であることから、引き続き
ＧＰＳ に依存し ない手段 についても維持・整備する必要がある。
４ ．気象 観測
【現状 】
防 衛省・ 自衛 隊は、 国内外 の気象衛星画像を取得し、部隊運用に資する気象
情報と して活用 している 。
【課題 】
現 時点に おい て、既 存の気 象衛星及び防衛省・自衛隊が保有する地上の気象
観 測 網 か ら 部 隊 運 用 上 必 要 な 気 象 情 報 は 得 ら れて い る が 、 次 期 静 止 気 象 衛 星
（「 ひ まわ り」８号・ ９号）からも必要な情 報が得られるようにす る必要 が あ
る。
５ ．衛星 の防護等
【現状 】
２０ ０７年 1 月、中 国が老朽 化した自国衛星を、地上から打ち上げたい わゆ
る対 衛星兵 器の 直撃に よって 破壊する実験を行ったが、これにより多数の宇宙
ごみ が発生 し、 その軌 道にお ける宇宙活動に支障を来す状態となっていると見
られて いる。
【課題 】
我 が国の 安全 かつ安 定した 宇宙開発利用を確保するため、また、各国の宇宙
開発 利用の 将来 動向に 対応す べく、衛星の防護等の手段については、費用対効
果及び 技術的可 能性を踏 まえ検討していく必要がある。
な お、例 えば 、地上 におい て霧や煙幕を人工的に発生させる等により、他国
の衛 星の情 報収 集活動 から情 報等を保全する措置については、積極的に検討を
進めて いく必要 がある。
６ ．安全 な宇宙開 発利用の 支援のための方策
(1) 打 上げシス テム
【現 状】
防 衛省 ・自 衛隊に おいて は、衛星の打上げ及び管制を行う能力並びに輸送
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系に 関す る技 術的知 見の蓄 積を保有していない。なお、他府省等や民間企業
にお いて、航 空機を利 用した打上げシステムの研究が提案されている。
【課 題】
打 上げ シス テムに ついて は、既にロケットや射場を含む打上げ設備といっ
た資 産及 び技 術的な 知見の 蓄積を有する他府省等と連携し、安価で信頼性の
高い ものを確 保するた めの協力関係の構築について検討が必要である。
航 空機を利 用した打 上げシステムは、一般にペイロードが限定的であるが、
自衛 隊機 を利 用した 打上げ システムの必要性については、他府省等による小
型衛 星の打上 げのニー ズも含めて検討が必要である。
(2) 宇 宙状況監 視（SSA：Space Situational Awareness）
【現 状】
防 衛省 ・自 衛隊に おいて は、衛星の機能障害の原因となる太陽風や電離層
の状 態と いっ た宇宙 環境を 観測する能力や衛星に衝突することにより物理的
な破 壊をもた らす宇宙 ごみを監視する機能を有していない。
米 と 加 が 共 同 で 管 理 す る Ｎ Ｏ Ｒ Ａ Ｄ （ North

American

Aerospace Defense

Command)の宇宙 監視ネッ トワーク（SSN: Space Surveillance Network)、露 の宇
宙監 視システ ム(SSS: Space Surveillance System)等が地上レーダー及び光 学観
測施 設を 利用 して比 較的大 きな宇宙ごみや衛星を常時監視しているとさ れて
いる 。
【課 題】
宇 宙状 況監 視及び 観測に ついては、官民を問わず、我が国の安全かつ 安定
し た 宇 宙開発利用 の確保等の ため、防 衛省・自衛隊、（独）宇宙 航空研究 開
発機 構（ ＪＡ ＸＡ） 等が保 有する各種機能の有効活用を含め、政府全体 とし
ての 総合的か つ計画的 な施策として検討が必要である。
７ ．効果 的かつ効 率的な宇 宙開発利用のための方策
(1) 他 省庁等と の交流・ 協力
【現 状】
①

防衛省と 国内他機 関の交流
一般 に、 防衛省 の研究 は、装備品等の開発に直接繋がる応用研究が 主体
で ある 等の 特色を 有して いるため、外部の優れた基礎研究成果の導入 によ
り 、効 率的 な研究 開発を 行う余地が大きい。このため、民生・学術分 野の
優 れた 技術 を保有 する国 内他機関との交流を積極的に推進しているが 、宇
宙 開発 利用 の分野 では、 防衛省と国内他機関との交流は極めて限定的 であ
り 、衛星の 運用等の 技術以外の分野においても、同様である。

②

デュアル ユース
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従来 、主 として 軍事目 的に限られていた衛星の各種機能は、高性能な商
用 画像 衛星 の出現 や、大 規模災害等への対応等の危機管理のためのＩＧＳ
の 導入等に より、デ ュアルユースとして一般化しつつある。
欧州にお いては、 ＥＵが２００７年に採択した「欧州宇宙政策(European
Space Policy)」に おいて 、民生及び軍事主体間の相乗効果や民生及び 軍事
ユ ーザ ー間 の相互 運用性 の必要性が強調されている。また、イスラエ ルで
は 、商 業用 と軍用 を共通 化する等、当初からデュアルユースを意識し て衛
星 開発を進 めている とされている。
なお 、我 が国に おいて は、ＩＧＳへの関与を除き、これまで防衛省 が他
府 省の宇宙 プログラ ムに関与した例はない。
【課 題】
①

防衛省と 国内他機 関の交流
防衛 省が 効率的 に宇宙 関連技術を涵養し、データや情報を取得する ため
に は、 宇宙 関連分 野に多 くの技術的知見、技術基盤、関連施設等の蓄 積を
有 する 国内 他機関 との交 流の実施について検討が必要である。このよ うな
交 流に より 、防衛 技術と 民生技術の相互関連性及び相乗効果が生じ、 ダイ
ナ ミッ クな 技術の 循環と 活性化をもたらして、我が国の技術水準の向 上に
繋 がること が期待さ れる。
また 、打 上げシ ステム や宇宙状況監視等運用面での交流・協力につ いて
も 検討が必 要である 。

②

デュアル ユース
宇宙 開発 利用に ついて は、巨額の予算を要することから極力効率的 かつ
効 果的な実 施が求め られることを踏まえ、防衛省としての宇宙開発利用は、
宇 宙開 発戦 略本部 におけ る政府全体としての総合的かつ計画的な施策 の推
進 の下 で、 他府省 のプロ グラムに対して防衛という視点を盛り込むこ とに
よ り、 デュ アルユ ース化 させることが重要である。例えば、衛星によ る資
源 探査 等に 有効活 用され ることが期待される多波長光学センサーは、 将来
的 には、識 別能力の 向上という点で防衛用途への応用も考えられる。

(2) 各 国との対 話・交流 ・協力
【現 状】
防 衛省 にお いては 、ＢＭ Ｄの分野を中心に、米国と宇宙に関連する施 策に
つい て対話・ 協力を実 施してきた。
欧 州に おい ては、 一部の 国が光学及びレーダーの画像情報収集衛星を 共同
で利 用、運 用する計 画がある等、各国の協力による相互補完関係が存在する 。
ま た、 米国 は、各 国との 協力の下、全世界的な衛星通信網の構築（Ｗ ＧＳ
：Wideband Global SATCOM)を推進しているが、参加国は、独自に衛星通信
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網を 構築する よりも安 価な費用負担で、ＷＧＳの利用が可能と言われている。
【課 題】
こ れま で、 ＢＭＤ 等の特 定分野を中心に対話・協力を行ってきたが、今後
は、 宇宙 に係 る全般 事項に ついての対話・協力を行っていく必要がある。多
くの 実績 を有 する各 国との 交流は有益であり、対話・交流・協力の在り方に
つい て検討が 必要であ る。
８ ．宇宙 開発利用 に関する 防衛省・自衛隊の人材及び組織
【現状 】
防 衛省は 、新 たな宇 宙開発 利用についての検討を推進するため、平成２１年
度に は、防 衛政 策局防 衛政策 課の宇宙政策検討体制の充実、技術研究本部先進
技術推 進センタ ー宇宙技 術計画室の新設等を行う予定である。
【課題 】
今 後、自 衛隊 による 宇宙関 連システム等の運用が本格化した場合、宇宙に係
る専 門能力 を有 する人 材及び 組織が必要不可欠であり、防衛ニーズを踏まえ、
人材の 確保・育 成、専門 組織等の新設について検討が必要である。
Ⅲ． 宇宙開 発利用に 関する基 本方針
１ ．基本 的考え方
宇 宙基本 法が 成立・ 施行さ れたことを踏まえ、今後は、政府全体としての有
機的 な連携 の下 、安全 保障分 野での新たな宇宙開発利用について、従来の一般
化理論 の枠組み を超えた 検討を推進する。
また、我が 国の国家 戦略として宇宙開発利用に関する基本的な計画（以下「宇
宙 基 本 計 画」）により 、宇宙開発利用に関す る中長期的な計画を示 し、総 合 的
かつ 計画的 な施 策を推 進する こととされており、防衛省としても所要の協力、
参画す る必要が ある。
更 に、現 在行 われて いる防 衛力の在り方に関する議論を踏まえ、防衛計画の
大 綱 の 見 直 し や 次 期 中 期 防 衛 力 整 備 計 画 の 策 定が 見 込 ま れ て い る こ と を 念 頭
に、防衛省 ・自衛隊 としては 、今後、費用対効果や技術的可能性等を考慮して、
具体的 な事業化 も視野に 入れた検討を行う。
(1) 重視 すべき分 野
防衛省 ・自 衛隊の 宇宙開 発利用は、我が国の安全保障の基本政策との関係
や、 防衛 力の 役割等 を踏ま え、以下の点を考慮して推進することが重要 であ
る。
①

「専 守防 衛」と いう我 が国の安全保障の基本政策との関係で言えば 、情
報 優越の確 立は必須 の課題。
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②

新た な安 全保障 環境の 下で、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
等 各種 事態 におい て防衛 力を効果的に運用するためには、各種事態の兆候
を 早期 に探 知し、 収集し た各種情報を迅速に伝達・共有することが必要。

③

本格 的な 侵略事 態はも とより、新たな脅威や多様な事態に際し、自衛隊
が 迅速 に対 応する ために は、平素から領海・領空とその周辺海空域を常時
監 視し、防 衛に必要 な情報を収集・処理することが極めて重要。

④

日米 共同 対処行 動の円 滑化や統合運用の強化の観点から、確実な指揮命
令 の伝達と 迅速な情 報共有が重要。

⑤

国際 平和 協力活 動等海 外に展開した部隊等の活動の円滑な実施のために
は 、活 動地 域の情 報収集 や部隊間等における情報共有が適切になされるこ
と が必要。
以 上を 踏ま え、情 報収集 能力や、リアルタイムでの情報の共有及び指揮命

令 を 迅 速 確 実 なも の と す るＣ ４ Ｉ Ｓ Ｒ （ 注 ） の機 能 強 化 が必 要 で あ る。 宇 宙
の利 用は 、既 存の通 信イン フラや無人機等を用いた情報収集と相まって 、情
報収 集・ 警戒 監視及 び情報 通信の機能を強化する手段として有効である と見
込ま れる こと から、 情報収 集・警戒監視及び情報通信を、当面の宇宙開 発利
用を 推進する に当たっ て重視すべき分野とする。
4

（注）C ISR: Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance の 略で、
「指
揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察」という機能の総称。

な お、 現在 、防衛 省にお いて実施している防衛力の在り方に関する検討の
成果 を踏まえ 、必要に 応じ、重視すべき宇宙開発利用の分野を見直す。
(2) 推 進するに 当たって の留意事項
防衛分 野に 利用が 限定さ れるものについては、防衛省として主体的に取り
組む こと とす るが、 衛星を 利用した情報通信、情報収集等の機能が安全保障
を含 む様 々な 分野で 利用で きること及び宇宙開発利用は極力効率的かつ効果
的な 実施 が求 められ ること を踏まえ、他府省においても利用が期待できるも
のに ついては 、政府全 体としての有機的な連携の下で推進する。
安全保 障分 野にお いて宇 宙の活用を図る上では、世界最先端の技術を追求
する 必要 があ る。そ の際、 民生と防衛との効果的なデュアルユース化が進ん
でい るこ とに も留意 し、民 生技術の活用を含む研究開発を実施していくこと
が重 要であり 、民間 事業者の能力の活用についても積極的に推進する。また 、
我が 国の 安全 保障上 必要な 宇宙に関する生産・技術基盤の確立が必要と考え
られ るが 、そ の際、 密接な 関係を有する防衛生産・技術基盤との関係も考慮
する 必要があ る。
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①

民生部門 との有機 的な連携の下での協力関係の構築
宇宙 基本 法が成 立・施 行され、安全保障分野における新たな宇宙開発利
用 の展 開や 、宇宙 開発利 用に関する施策の総合的かつ計画的な推進が求め
ら れて いる こと、 欧州等 での防衛分野と民生部門のデュアルユース化の進
展 にか んが み、政 府全体 としての有機的な連携の下、民生部門との協力関
係 を深める 。

②

他機関と の交流の 促進
防衛省と 民生・学 術分野の優れた技術を保有する国内他機関（関係府省、
独 立行 政法 人、大 学等） との協力は必ずしも十分ではなかったが、これま
で の宇 宙開 発利用 に関す る技術的知見、技術基盤、関連施設等の蓄積を踏
ま え、国内 他機関と の交流を促進する。
特に 、政 府系の 研究機 関については、宇宙開発戦略本部における宇宙開
発 利用 機関 、宇宙 開発利 用に係る行政組織の在り方等に関する検討の結果
を 踏まえ、 適切な協 力関係の構築を推進する。

２ ．宇宙 開発利用 の推進に 関する施策
(1) 画 像情報収 集機能を 有する衛星
新 たな 脅威 や多様 な事態 に実効的に対応するためには、画像収集機能を有
する 衛星 によ り、平 素から 我が国周辺地域等における軍事動向を把握し、各
種事 態の 兆候 を早期 に察知 することが我が国の安全保障にとって極めて重要
であ る。
こ のた め、 商用衛 星の利 用に加え、画像情報収集機能を有する衛星を防衛
省・ 自衛 隊が 独自に 保有す ることも考えられる。しかしながら、衛星の運用
には 多額 の経 費・人 員を要 すること、ＩＧＳと機能面で重複する可能性があ
るこ と、 更に は、今 後とも ＩＧＳは性能向上が図られ、我が国の安全保障に
必要 な情 報を 提供し 得る手 段として有益な役割を担い続けること（防衛省が
独自 に保 有す る場合 にも、 当面はＩＧＳと同程度の能力のものとならざるを
得な い） 等を 勘案す れば、 現時点においては、政府全体としての総合的な取
組の 観点から 、むしろ 、
○

開 発及 び維持 運用に 関する実績の蓄積があるＩＧＳの能力強化（分解
能等 の向 上）に より、 入手し得る画像情報の質・量を更に向上させ、商
用衛星と の有機的 な相互補完関係を強化する

○

即 応型 小型衛 星に加 え、ＩＧＳの基数増（観測頻度の向上）の技術的
可能性や 費用対効 果についても検討を行う

こと が必 要で あり、 防衛省 としても、かかる能力強化や態勢整備の検討に積
極的 に関与す る。
ま た、 陸域 観測技 術衛星 等の民生用のデータの有効活用に関し、データ処
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理・ 検索 シス テム、 データ の管理体制や国の安全保障の観点から当該データ
の一 般利 用に ついて 配慮す べき事項については、政府全体としての有機的な
連携 の下で対 応する。
(2) 電 波情報収 集機能を 有する衛星
同 機能 を有 する衛 星につ いては、防衛省として利用することの有効性 につ
いて 確認 する ため、 まずは 、他の代替手段との比較・役割分担、費用対 効果
等に つい て十 分な検 討を行 った上で、技術的な可能性、収集可能な電波 情報
等に つい て調 査を行 うこと が必要である。その際、宇宙空間における電 波特
性に つい て、 政府全 体とし ての有機的連携の下、科学的な解明を追求す る。
(3) 早 期警戒機 能を有す る衛星
早 期警 戒情 報は、 ＢＭＤ システムによる対処のみならず、国民保護や 情報
収集 の観 点か ら関係 府省に おいても必要とされる情報である。更に、同 機能
を有 する 衛星 は、高 感度赤 外線センサーの特性を利用して、山火事、火 山活
動、 航空 機事 故等の 災害監 視、ロケットの打上げ等の宇宙状況監視や情 報収
集に も有 益で あり、 米国に おいては、このような分野でも活用されてい る。
この よう に、 同機能 を有す る衛星は、ＢＭＤを含め多目的な利用が可能 であ
るこ とか ら、 その活 用方法 について幅広い検討を行うとともに、その研 究開
発に つい ては 、政府 全体と しての有機的な連携の下で推進する必要があ る。
防 衛省 ・自 衛隊と しては 、これまで蓄積してきた防衛技術を活用し、 早期
警戒 機能 の要 となる 高感度 赤外線センサーに関する先行的な研究開発の 推進
につ いて検討 する。
(4) 衛 星通信機 能を有す る衛星
今 後の衛星 通信機能 の向上の方法（汎用商用衛星及び防衛専用衛星の利用、
他省 庁ま たは 民間と の相乗 り、民間事業者の能力の活用）については、 通信
所要 （覆 域、 容量、 ネット ワークの統合化、抗たん性等）を明らかにし たう
え で 、 利用の安定 性、運用形 態（統合 運用、国際平和協力活動 ）、ライ フ サ
イク ルコスト を含めた 費用対効果等をも踏まえ、最適な方法を検討する 。
ま た、 今後 の通信 所要を 検討した上で、通信の大容量化への対応につ いて
検討 を進める 。
(5) 打 上げシス テム
打 上げ シス テムは 、必ず しも防衛専用である必要はなく、安価で信頼 性の
高い もの が確 保され る必要 があることを踏まえ、他府省が研究開発して いる
事業 等につい ても注視 する。また、将来の衛星の小型化の動向を踏まえつつ 、
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航空 機を利用 した打上 げシステムについて検討する。
(6) 人 材、組織 及び技術 の基盤の整備並びに予算の確保
宇 宙開 発利 用は、 一般に 、各種の機能を有する衛星をはじめ、打上げ ロケ
ット 、打 上げ 射場、 衛星を 管理する組織、衛星からのデータの分析施設 及び
要員 、更 に宇 宙とい うフロ ンティアの開発利用を可能とするための最先 端の
科学 技術 とい った幅 広い分 野への投資が必要である。これらを支える人 材、
組織 、技 術の 基盤は 、一朝 一夕で整備できるものではないため、防衛上 のニ
ーズ を踏まえ 、効果的 かつ効率的な整備に努める。
ま た、 今後 策定さ れる宇 宙開発利用に関する基本的な計画における安 全保
障分 野の 施策 及び防 衛省に おける宇宙開発利用に関する施策の推進に必 要な
経費 を確保す るため、 最大限努力する必要がある。
(7) 自 立性の確 保と各国 との協力
宇 宙開 発利 用によ り、利 便性に優れ、高い能力を発揮する防衛力を整 備す
る際 には 、防 衛上の ニーズ を踏まえた運用面、技術面等での自立性を確 保す
るこ とが望ま しい。
一 方、 防衛 省・自 衛隊に おける宇宙開発利用に関する技術的知見や資 産が
限ら れて いる 現状を 踏まえ れば、国内他機関との協力に加えて、この分 野で
先行 する 各国 との技 術協力 の可能性を含め、幅広い協力の在り方につい て検
討す る必要が ある。
特 に、 米国 は、こ の分野 で大きく先行しており、米国防省の宇宙開発 利用
に関 する 政策 や各国 との協 力事例等を聴取し、これらを踏まえ今後の日 米間
にお ける協力 関係等に ついて協議を行うことが必要である。
ま た、 各国 との対 話・交 流については、防衛交流の一環としても、信 頼醸
成の 観点から 積極的に 実施する。
(8) 防 衛分野に おける宇 宙開発利用の将来動向への対応
防 衛省 ・自 衛隊と しては 、衛星の防護策、宇宙状況監視（ＳＳＡ）等 、新
たな 宇宙 開発 利用の 分野に ついては、各国の宇宙開発利用の動向をも踏 まえ
検討 する とと もに、 国連等 における宇宙空間における軍備競争の禁止に 関す
る議 論の動向 に十分留 意して対応する。
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