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【宇宙・航空特集】  

 

宇宙産業利用促進フォーラムでの海外機関・企業の動向調査報告 
 

NEDO 機械システム技術開発部 

古谷 章 

 

1．はじめに 

2009 年 10 月 8 日、経済産業省及び NEDO の主催で、「宇宙産業利用促進フォーラム」

が東京都内で開催された。 

宇宙を利用したサービスは、資源探査、通信放送、農林水産業、安全保障、地球環境・

気象観測など、幅広い分野に役立てられている。近年は、先進国に限らず、途上国にも、

人工衛星等の宇宙機器を保有する国が増えており、各国は、宇宙産業を育成するため、官

民一体となって研究開発や国際展開を進めている。我が国も、これまで宇宙の産業利用を

促進すべく研究開発を進めて来たところであるが、2009 年 6 月には、宇宙産業を 21 世紀

の戦略産業として育成する方針を政府決定した。本フォーラムは、先行している欧米の宇

宙機関やベンチャー企業等に宇宙産業政策や企業戦略の実例を紹介して貰い、我が国の産

業界に刺激を与えようとする狙いがあった。 

 この「宇宙産業利用促進フォーラム」では、内外の 16 の政府機関及び企業の発表があ

った。具体的には、政府機関としては経済産業省、NEDO、アメリカ宇宙航空局（NASA）

及びフランス国立宇宙研究センター（CNES）、民間宇宙利用ビジネス企業としては Spot 
Image、デジタルアース、日本スペースイメージング、及びパスコ、人工衛星ビジネス企

業としては、European Aeronautic Defense and Space Company(EADS)、Surrey 
Satellite Technology Ltd(SSTL)、Orbital Sciences Corporation、三菱電機、及び日本電

気、並びに、宇宙輸送ビジネス企業としては、SPACE-X、三菱重工業、及び IHI エアロ

スペースが発表を行った。 

本稿は、上記の機関・企業の発表の中から、海外関連の発表について概要を報告する。 

 

2．宇宙産業政策 

2.1 アメリカ宇宙航空局（NASA） 
 本講演は、NASA、Ames 研究所(Ames Research Center)、Small Spacecraft Division
チーフである BJ Jaroux 氏が行った。 

 

初期の宇宙探査では、すべての探査機が小型衛星であった。1958 年、アメリカが初めて

打上げに成功した衛星 Explorer1 の重量は 14kg、開発期間 83 日であった。その後、より

高性能なものを開発することに重点を置いたため、例えば 1997 年の Cassini では数十倍

の予算と時間がかけられた。しかし、コストを重視する観点から小型衛星の活用は重要で

ある。衛星の目標を絞り込み、高いリスクを負う科学・探査ミッション、他分野の技術の



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1060,  2010.3.3 
 

 2

宇宙機器への転用、軽量化技術を実証するための技術実証、短期間・低予算で開発するた

めの研究者等の人材育成などに小型衛星を利用してきた。 

Ames 研究所は、70 年以上にわたり、航空宇宙産業と宇宙科学の研究を続けており

Pioneer6 号などの開発を手掛け、シリーズ化することによってコスト削減に取り組んでき

た。2009 年に打上げが成功した月探査衛星 LCROSS は、8,900 万ドルで開発されている。 

また、技術革新を進める取り組みとして１辺 10cm 程の非常に小さな CubeSat の開発を

通して、産業界や研究者と連携を図り、独自の超小型衛星プログラムを進め、超小型衛星

をロケットに搭載するための専用機器などの開発に力を入れている。低コスト化を進める

取り組みとしては、250 万ドルの低コストで開発できる CheapSat プログラムや、産業界

との協力下でミッションに応じて内容の替えられるモジュール組み立て式探査機（Lunar 
Atmosphere Dust Environment Explorer）を開発する取り組みを行っている。 

Ames 研究所は、幅広い相手と協力関係を築いており、Google やシスコシステムズ等の

シリコンバレー企業や、世界各地の研究者、世界銀行、また様々な政府機関と事業を進め

ている。さらに、基礎研究と実用化の死の谷を埋めるため、中小企業の技術開発支援（SBIR）

の成果を定期的に宇宙へ打ち上げる EDISON プログラムを進めるなど、小型衛星の開発

を通して、国際協力や商業化の推進にも取り組んでいる。 

  

CheapSat の概要 
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2.2 フランス国立宇宙研究センター（CNES） 

本講演は、CNES、東京事務所代表 Mathieu GRIALOU 氏が行った。 

フランス国立宇宙研究センター（以下、CNES）は、複数年にわたるフランス政府の計

画にもとづき政策を実施する任務を持っている。この計画に記載されている技術維持や雇

用創出、貿易収支への貢献等の目的達成のために、健全な産業が必要との認識に立ち、1970
年以降、強力かつ効率的な産業の育成に努力を重ねてきた。この結果、フランスはヨーロ

ッパ全域にわたる大企業を作り上げた。しかし、宇宙機器産業は、まだいくつかの課題を

抱えている。長期の開発サイクル、収益率の低い商業市場、技術維持の難しさ、厳しい国

際競争等である。CNES は、宇宙政策を持続的に進めていくための産業のあり方を追求し

続けている。また、競争力のある次世代のシステム等を開発することによる輸出促進や、

衛星の利用分野を中心とした革新的な中小企業の育成等を進めている。民間企業の株式保

有や株式投資も行っている。 

 

Myriade 衛星の特徴 

 
フランスには小型衛星のプラットフォームが二つある。PROTEUS は、重量 500kg で、

1993 年に Aerospatiale 社(現在 Tales Arenia Space(TAS))と協力して開発した。1998 年

には、重量 150～200kg の MYRIADE を TAS や Astrium 社との協力の下で開発し、これ

まで 6 機の打上げに成功し、さらに 11 機を開発中である。このような標準バスを様々な

ミッションに利用している。 
 

ISIS(Initiative for Space Innovative Standards)は、PROTEUS と MYRIADE シリー
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ズの機能を拡充するため、産業界と協力して、各種機器のインターフェースを調整するこ

とで標準化を進める取り組みである。規格の統一により、機器の再利用や技術情報の共有、

新たな技術の採用やコスト削減も視野に入れている。 

さらに CNES は、利用者からの要求にもとづき、e-CORCE プログラムを進めている。

これは 2014 年を目途として 13 基の 250kg 級衛星を打ち上げ、数十の受信局と通信局で

データを流通させ、空間情報を始めとする様々な情報を組み合わせて利用者に提供するプ

ログラムである。Google Earth や e-Globe のようにインターネットや携帯電話、各種ナビ

ゲーションなど、様々な用途に利用されていくことを期待している。 

 

3．宇宙利用ビジネス 

3.1 SPOT Image 
 本講演は、東京スポットイマージュ株式会社 統括マネージャ ファブリス・トリィフ

ォー氏が行った。 

 東京スポットイマージュ株式会社は、1986 年の SPOT1 号打上げ以来その観測データを

商業化する専門企業として活動してきた。昨年、CNES 所有株を EADS グループが取得し、

現在は EADS Astrium のサービス部門に属している。 

世界各国を相手に事業展開しており、外国に 2 つの事務所と 6 つの支店を持ち、売上の

75%はヨーロッパ以外から得ている。また、約 40 ヵ所の地上データ受信局と 100 以上の

データ配信パートナーを持つため、世界中にサービスを展開可能となっている。SPOT 以

外にも

TerraSAR-X や

KOMPSAT-2、
FORMOSAT-2 な

どの衛星、さらに

は航空機からの撮

像データも組み合

わせて、光学・レ

ーダー両方のデー

タを提供している。

今後、新たに、

Pleiades 1・2 号

機と SPOT 6・7
号機が打上げ予定

となっている。 

Pleiades は、2
機をコンステレーション運用し、1 号機は 2010 年に打上げを予定している。オンタイム

で世界中どの地点からもデータにアクセスすることが可能であり、直接運用管制できるた

めに、撮像計画を直前の気象予測に基づいて変更できる利点がある。また、白黒 50cm・

Pleiades シリーズの特徴 
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カラー2m の高い空間分解能を持つことに加え、20km 四方の幅広い観測幅を持っている。

さらに、コントロール・モーメンタム・ジャイロ（CMG）を搭載しているために敏捷な姿

勢制御が可能であり、様々な撮像方式にも対応可能である。 

SPOT6・7 号機は、6 号機を 2012 年に打上げ予定となっている。この２つも、コンス

テレーション運用し、撮像データは Pleiades のデータを補完することが可能である。 

 
3.2 Google Earth 
 本講演は、デジタル・アース株式会社 代表取締役社長 雨車美和氏が行った。 
 デジタル・アース株式会社は世界で も古い Google Earth のパートナーである。様々

な分野で、Google Earth を利用した新しいビジネス創出を支援している。Google Earth 
Enterprise は、利用者のコンピュータ上で、ニーズにあった衛星画像、地形モデル(DEM)、
その他各種情報等を用いて独自の地球儀を構築可能な、様々な情報・コンテンツを表示す

るプラットフォームとなっている。そして、インターネットを利用することにより、各種

情報・コンテンツの利用者間での共有を可能としている。例えば JAXA では、宇宙に関す

る教育・啓蒙活動の一環として、日本全国の科学館や学校向けに、Google Earth Enterprise
サーバを用いて衛星画像の提供をしている。 
しかし衛星画像はまだ高価なため、民間企業が独自の地球儀を構築するのは容易ではな

い。そこでデジタル･アース株式会社は日本スペースイメージング株式会社が扱っている

IKONOS(イコノス)の衛星画像に地図情報等を重ねた地球儀を Google Earth Enterprise
で構築し、IKONOS ONLINE（イコノス オンライン）としてサービス提供している。 

このサービスは、日本全国の地形情報を網羅しており、既に様々な民間企業等が利用し

ている。例えば、主な在京キー局は報道番組で使用しており、清水建設株式会社では、過

去の災害情報データの解析結果を蓄積して BCP(事業継続計画)の策定に活用し、技研商事

インターナショナル株式会社では、出店計画のスピードと精度向上等を目的としたエリア

マーケティングに利用している。さらに、電車等の移動体の位置情報を三次元で表示する

こともできるため広域の物流システムにも応用可能である。GITA-JAPAN（地理空間情報

技術に関わるユーザーによって構成される非営利団体）は、防災情報マッシュアップシス

テム「GDMS」のプラットフォームに採用した。鉄道・ガス・電気等のインフラ企業が、

昼間人口、電柱倒壊率分布、液状化危険度等、実際に現場で役に立つ防災情報も IKONOS
画像上にマッシュアップできる。 
このように、宇宙開発利用の促進によって得られるデータを活用し、今後も Google 

Earth 上で新しいサービスを創出に取り組んでいく所存である。 
 

注) Google Earth、Google Earth Enterprise は米国もしくはその他の国における Google 社の登録商標 
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Google Earth Enterprise の概要 

 

4. 人工衛星ビジネス 
4.1 EADS Astrium 
本講演は European Aeronautic Defense and Space Company(EADS) 、 Earth 

Observation & Science、輸出プログラム部長 Eric GUINARD 氏が行った。 

EADS Astrium はエアバスやユーロコプターなどと同じ EADS グループの宇宙部門で

ある。EADS グループはフランス、ドイツ、イギリス、スペイン、オランダの主要な宇宙

関連企業を統合したヨーロッパ 大の宇宙関連企業である。EADS Astrium は当初のハー

ドウェア主体の企業からサービス提供まで展開する総合企業に変化した。例えば、衛星開

発に限らず、衛星データの販売を行う部門も持っている。顧客に対する打上ロケット提供

も行い、宇宙探査、有人宇宙活動も扱っている。さらに、通信放送やナビゲーション・天

気予報などの日常生活に不可欠なサービスを提供する衛星も製造している。加えて、他国

との武力紛争の回避に貢献する衛星システムの構築に必要な機器やサービスも提供してい

る。 

地球観測の分野では、ヨーロッパの低軌道衛星すべてのプライムコントラクターであり、

世界 大の輸出実績を持っている。複数の衛星プラットフォームを取り揃えているため、

顧客の利用ニーズに合わせて機器とサービスを提供可能としている。 

国際展開に関しては、地球観測衛星に限らず、利用システムも数カ国に提供しており、

商品提供だけの関係にならないよう、顧客のトレーニングも積極的に行っている。 近で
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は 20 名の顧客を迎え入れてのトレーニングを行ったこともあり、顧客の国に出向くこと

もある。 

EADS Astrium は、80 以上の通信放送衛星のプライムコントラクターであり、ヨーロ

ッパのナビゲーションシステムの主要なプレーヤーでもあり、安全保障衛星の主要な提供

者である。また、宇宙科学におけるヨーロッパのリーダーであり、地球観測の分野では世

界のリーダー的存在となっている。 

 
4.2  Surrey Satellite Technology 社 

本講演は Surrey Satellite Technology Limited（SSTL）の Executive Chairman、 Sir 
Martin Sweeting が行った。 
宇宙の経済学は変わりつつある。これは先進的な民生技術を用いた即応性の高い小型衛

星により実現可能となったもので、伝統的な宇宙開発のアプローチとは異なっている。宇

宙分野へ民生技術を転用することは、コスト面・納期面でも大きなメリットをもたらす。 

 
 

 
Surrey Satellite Technology 社は 1985 年にサリー大学から独立した企業であり、大学

研究センターとの産学連携を通じて成功してきた。EADS Astrium が筆頭株主となった後

も、厳しい宇宙環境を乗り越えるための様々なシステム研究を大学と連携して続けており、

Surrey Satellite Technology 社の製品・サービスの概要 
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優れた人材の育成にも力を入れている。 
これまで 25 年間に 34 基の衛星を開発し、いくつもの技術を宇宙実証し、それは、Surrey 

Satellite Technology 社の資産として蓄積されている。常に納期と予算を守り、固定価格

でのサービスの提供を心がけており、過去 10 年間はミッション成功率 100%を実現してい

る。売上の 95%はイギリス国外への輸出であり、様々な顧客と国際プログラム事業を行っ

ている。衛星の開発以外にも、衛星開発トレーニングや低コストの打上機会の獲得、打上

後の衛星運用、衛星データ解析・利用配信も行っている。 
衛星は、重量別の標準プラットフォームを持っており、50kg の低価格のものから、150

～300kg で高機能のもの、さらに 900kg の静止軌道用の衛星も取り扱っている。いずれも

短期間（12～15 ヵ月）に高品質の製品を提供できる能力を持っている。 
6 ヵ国が参加する新しい取り組みのプロジェクト DMC(Disaster Monitoring 

Constellation)では、4 基を同じ周回軌道に乗せることに成功した。1 ヵ国 1 基の衛星を保

有し、複数機を連携させることでお互いのリスクを減らしつつ、非常に高機能のシステム

を実現しており、商用化も図っている。 
現在は、ナイジェリアやロシア、カナダ、カザフスタン等の衛星開発に取り組んでいる。

今後は、月探査をはじめとする宇宙探査への参画を視野に入れている。 
 
4.3 Orbital Sciences 社 
 本講演は、Orbital Sciences Corporation、Special Program、Senior Director David 

ANHALT氏が行った。 

Orbital Science 社は 1982 年に設立以降、690 基の衛星、532 基の打上機を開発してき

た。売上の 26%は商業用、他 26%が NASA 等の民生政府用、残り 48%が国防総省等の軍

用となっている。ビジネス領域別では 38%が打上機、34%が衛星システム、28%が先端宇

宙プログラムと、バランスがとれた売上構成となっている。また、自社設備を用いて衛星

の開発・打上・運用までの一貫したサービスが可能である。この 10 年間、衛星と打上機

は共に 95%を超える成功率を達成している。先端宇宙プログラムに関しては、国際宇宙ス

テーションのプログラムと連携して、シグナスロケットを開発している。この開発では三

菱電機株式会社や株式会社 IHI エアロスペースなどの日本企業とも協力をしている。 
静止軌道用の衛星プラットフォーム STAR-2 については、高い生産効率を実現させるた

めに専用の生産ラインを持っている。この衛星バスは、モジュール形式を採用しているた

め、顧客のニーズに応じて開発内容を調整可能である。商業ビジネスを進めるため、衛星

データの販売サービスや、商業衛星に搭載する二次的ペイロードの開発、政府予算で開発

したペイロードを商業衛星に搭載すること等を考えている。 
様々な事業に商業的視点を取り入れることによって、開発期間の短縮やコスト削減等の

利点が得られる。その対象分野は、衛星間の通信、気象観測や宇宙環境監視センサ、ミサ

イル探知、科学実験装置等、広範囲にわたると考えられている。例えば、宇宙環境監視セ

ンサが宇宙ゴミや別の衛星の状況を管理・監視・追跡することで宇宙空間における衝突事

故の回避に貢献することができると考えられる。 
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Orbital Science 社の衛星・宇宙システム開発実績 
 
 
5. 宇宙輸送ビジネス 
5.1 SPACE-X 社 
本講演は SPACE-X 社、中東・アジア、事業開発マネージャ Jonathan HOFELLER

氏が行った。 
Space-X 社は、2002 年の設立以来、高い信頼性を保ちつつ、打上げコストを下げること

に取り組んできた。その結果、世界で一番安価な打上手段を確立し、20 億ドル規模の NASA
の輸送プログラムも受注している。自社で射場を 2 つ持ち、さらにもう 1 つの射場の増設

を準備中である。 
Falcon-1 ロケットは、信頼性を保ったまま、世界でもっとも安価なサービスを提供して

いる。民間主導で初めて開発した液体ロケットであり、すでに商業打上実績もある。第 1
段ロケットを再利用可能に設計する特徴を持っており、新しいエンジンでは、さらに打上

げ能力を向上させる計画である。Falcon-9 は、Falcon-1 から打上げ能力を向上させ、大型

衛星や有人宇宙船の打上げにも対応できるようにする予定である。 
Space-X 社は、あらゆる顧客に対応出来るよう、料金の低コスト化に力を入れており、

ウェブ上に価格表を掲載している。低コストのサービスを提供できる理由は、例えば、フ

ェラーリに対するホンダのやり方のように、コストを 20％に減らす一方、80％のパフォー

マンスを実現する考え方に立って、設計等を行っていることにある。過去数十年間の失敗



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1060,  2010.3.3 
 

 10

事例を分析して無駄な作業を減らし、 も効率的方法を研究してきた。例えば、打上げに

失敗するケースでは、エンジンの不具合が原因となることが多いため、エンジンに実績を

積ませる工夫として、すべてのロケットに同じエンジンを搭載している。なお、エンジン

の生産数は年間 50 基であり、これは世界第二位のシェアである。 
また、開発中の Dragon では、国際宇宙ステーションに 6,000kg の貨物を輸送できる能

力を目指している。これは、将来の有人輸送機としての利用だけでなく、宇宙環境を利用

した無人の各種実験プラットフォームとしての利用も視野に入れて取り組んでいる。 
 
６．おわりに 

NEDO の宇宙分野における研究開発の柱は①微小重力環境を利用した研究開発②民間

主導による宇宙空間という位置を利用したサービス提供③高信頼性・低コストでの宇宙機

器提供、とそのための多くの実験の機会の提供である。 
昨年施行された宇宙基本法及び本年制定された宇宙基本計画の方針の中では、宇宙研究

開発を研究開発主体から利用主体へ転換・その目的を産業利用促進という目的に変化させ

ている。 
現在進行中のプロジェクトは以下の 4 つである。①SERVIS（地上で使っている民生部

品の宇宙利用のためのプロジェクトであり、同時に標準化の活動も着手中）、②ASNARO
の技術開発（主要課題は小型衛星プロジェクトの推進であり、高機能・低コストに加え、

短納期が特徴）、③ハイパースペクトルセンサ（ハイパースペクトルセンサを活用し、地球

観測データを使って産業に活用していくもの。石油資源の探査をはじめとし、農林水産業

への利用も含め、産業活用が期待される。）、④衛星搭載用リチウムイオンバッテリー（昨

年度成功裏に終了し、すでに海外の衛星メーカーから受注している）。 
NEDO の宇宙分野の研究開発に関する取り組みの方向性としては、海外政府機関からの

発表で述べられた施策と共通する部分も多く、刺激を受けると同時に勇気づけられる点も

多かった。NEDO の宇宙分野担当としては、今後も海外の主要な宇宙機関、企業の動向を

継続的に調査し、マネージメントの向上を目指してゆく所存である。 
 
「宇宙産業利用促進フォーラム」における各機関・企業の発表については下記のウェブ

サイトを参照されたい。 

http://comm.stage.ac/spaceforum/data.html 
 
本記事関連の NEDO 成果報告書 
本記事で扱っているテーマに関連した 近の NEDO 成果報告書を以下に示します。 
成果報告書を閲覧する場合は、NEDO ホームページから利用登録をしてから管理番号欄

に管理番号を入力し、検索してください。 
http://www.nedo.go.jp/database/index.html 
・平成 20 年度成果報告書 宇宙分野における技術戦略マップのローリングに関する調査 

管理番号 20090000000741
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【宇宙・航空特集】小型・超小型衛星  
 

世界の小型･超小型衛星の研究開発、活用の動向、将来予想 
 
注意：以下の本文は、Strategic Business Insights 社からのレポートを翻訳したものであ

る。 
 
小型・超小型衛星注1  
 4S（Small Satellites Systems and Services: 小型衛星システムおよびサービス）シン

ポジウムは、小型衛星に関するアイデアの交換を目的とした、隔年で開催されるフォーラ

ムである。今年のテーマは「小型衛星と知識ベースの社会」である。世界中から集まった

参加者たちは、即応性（ほぼリアルタイムのデータ収集）の観点から小型衛星の役割を話

し合う予定である。小型衛星は、知識ベースの社会に情報を与える役割を担い、この目標

を達成するために他の技術と相乗的に機能するとみられる。 
 
 小型、超小型衛星は、科学的、商業的、軍事的ミッションのために世界中で使用が増加

している。特に小型衛星により、企業、教育機関、技術の開発者などが低コストで宇宙へ

アクセスできるようになった。こうした衛星は、普通の大きさの衛星と連結してデータ収

集や情報収集を行う能力がある。小型衛星の大きさと質量（200~300kg）は制約条件にな

り得るが、従来の衛星に比べて価格も安く、打ち上げるのも容易である。SatMagazine 誌

によれば、「毎年打ち上げられる衛星の実際の数は、1990 年代初めの 140 程度から 近の

100 程度へと、この 20 年で減少し続けている。 … 小型衛星の数は… 毎年約 30 と比較

的安定している。注2」 
 
小型・超小型衛星の開発と展開 
 「小型衛星は、大学のエンジニアリングプロジェクトまたは技術実証として始まったが、

今や商業用途での運用だけでなく科学ミッションに採用されるまで成熟した。注3」たとえ

ば、2010 年 11 月に NASA（米航空宇宙局）は、米国の大学が製造した小型衛星「キュー

ブサット（Cubesat）注4」衛星 3 基を初めて打ち上げる予定である。（大雑把に言うと、衛

                                                 
注1 編集部注：一般的に、小型衛星とは重量 500kg 以下のものを、超小型衛星とは 10kg 以下のものを指す。 
注2 “January 2010 Edition - Small Satellites,” SatMagazine, January 2010
（http://www.satmagazine.com/cgi-bin/display_edition.cgi?number=1576611135） 

注3 “Small satellites grow in prominence and so does their symposium,” R&D Magazine, 11 December 2009 
（http://www.rdmag.com/News/2009/12/Information-Tech-Satellites-grow-in-prominence-and-so-does-th
eir-symposium/） 

注4 編集部注：キューブサット・プロジェクトは、1998 年にハワイで行われた宇宙システム工学のシンポジウ

ム（日米の大学による共催）で、スタンフォード大学宇宙システム開発研究所（Space and Systems 
Development Laboratory：SSDL）トィッグス教授からの「ジュース缶サイズの衛星」を開発しようとい

う提案を契機に始まったプロジェクト（衛星の製造技術の習得が目的）。翌年、宇宙への打ち上げという点

でより現実性の高い「キューブサイズの衛星開発」に衣替えし、キューブサット・プロジェクトが本格始

動した。 
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星の大きさと形はルービック・キューブと同じで、一辺が 4 インチ(10cm)、体積が 1 クオ

ート(0.946L)、重さが 2.2 ポンド(1kg)未満。） 
 
 キューブサット・グローリー・ミッション注5は、ナノ衛星の教育目的打ち上げミッショ

ンの一部である。「このミッションの目的は、高速データ通信システムの軌道上での試験を

通じて微小な衛星内の通信システムを改善することである。このシステムにより、科学者

やエンジニアが大量の情報をダウンリンク注6できるようになる。注7」モンタナ州立大学（モ

ンタナ州ボズマン）の衛星のうちの一つは、さらなる試験を実施する必要がある。この衛

星は、15 年後に分解されるまで地球の軌道上を周回する予定である。この衛星は、1958
年に実施された地球の磁場上にある荷電粒子の帯（後にバン・アレン放射線帯と命名）を

検知する衛星打ち上げミッションを再現することになっている。 
 
 米国では、NOAA（米国海洋・航空管理局）の環境衛星、データ、情報サービス部門が、

2010 会計年度（2009 年 10 月～2010 年 9 月）用の予算として 14 億 2,860 万ドルを要求

した。これは、静止衛星システム、極軌道周回衛星システム、衛星からの生データの気候

データ記録への変換、衛星からの氷河の画像、海洋表面の高度測定、および 2011 会計年

度中に衛星を打ち上げるためのデータ開発に向けられる。しかし 2009 年に 50 の主要な兵

器プログラム（宇宙開発を含む）がカットされ、2010 会計年度の防衛予算では宇宙プログ

ラム着手のための予算が認められなかった。議会は、200 億ドルの変換型通信衛星システ

ム（Transformational Communications Satellite System）プログラムや、数百億ドルも

の費用がかかる他の衛星プログラムを削減した。米国の航空宇宙企業は、小型衛星や国防

総省の即応型宇宙システム（Operationally Responsive Space: ORS）注8計画から利益を得

るよう方針転換し始めた。ORS 計画の主眼の一つは、小型の衛星を利用して既存の宇宙イ

ンフラを拡大することにより、地上にいる軍人にさらに多くの聴覚情報、映像情報、無線

情報を提供することである。米国の航空宇宙企業は、大型衛星の契約から手を引きつつあ

るが、その代わりに ORS や既存の衛星インフラの更新に焦点を当てている。 
 
 「レイセオン社、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社の宇宙部門の幹

部は、彼らの会社の採算と米国の産業基盤の健全性維持には、ORS が鍵になるとみている

                                                 
注5 編集部注：グローリー（Glory）は低軌道周回用の科学衛星である。 
注6 編集部注：ダウンリンクとは、宇宙船などから地上の受信局へデータを送信することである。 
注7 “NASA to launch CU Sudent's CubeSats on Glory Mission this fall,” Examiner, 29 January 2010

（http://www.examiner.com/x-33316-Boulder-Technology-Examiner~y2010m1d29-NASA-to-launch-CU
-Sudents-CubeSats-on-Glory-Mission-this-fall） 

注8 編集部注：即応型宇宙システム（Operationally Responsive Space: ORS）は、国防総省が 2007 年 4 月に

議会軍事委員会に提出した報告書の中で提唱した、宇宙開発・利用のための指針である。同報告書で、ORS
は「統合戦力軍のニーズをタイムリーに満たすための確実な宇宙能力」と定義されているが、安全保障面

だけでなく、外交、経済、情報面でのニーズにも応えようとするものである。（参照：Plan for Operationally 
Responsive space, 
（http://www.acq.osd.mil/nsso/ors/Plan%20for%20Operationally%20Responsive%20Space%20-%20A%
20Report%20to%20Congressional%20Defense%20Committees%20-%20April%2017%202007.pdf）） 
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注9。」ORS 計画は、若手のエンジニアに仕事を与え、航空宇宙産業の活発な状態を保持す

る。フォーキャスト・インターナショナル社の宇宙アナリスト、ジョン・エドワーズ氏は、

今後 10 年で米国の航空宇宙企業が 17 の小型衛星を製造すると見積もっている。こうした

小型衛星にかかる費用は 14 億ドルとみられており、これには衛星の研究開発、試験、評

価のための費用が含まれる。米国はまた、世界規模のパートナーとも協力している。たと

えば、NASA のエイムズ研究センターは、韓国科学技術研究院と小型衛星の研究開発で提

携できるか検討している。 
 
 日本では、当局者たちが日本の宇宙プログラムの活性化に期待を寄せている。2009 年 4
月に、日本政府は「小型衛星のための新たな国内産業の育成などの計画に巨費を投じるこ

とを明らかにした。麻生太郎総理大臣（当時）が発表した 1500 億ドルの経済刺激策によ

り、3 年以内に小型・中型の衛星を新たに 100 基打ち上げることを目指すという。注10」日

本の当局は、それぞれ 300 万ドル～400 万ドルで 50～100 の衛星を製造することを望んで

いる。衛星の大きさは子供用のリュックサック程度で、自然災害、交通渋滞、その他の事

象を観察するために（ロシアのロケットで）打ち上げられる。 
 
 日本政府は中国と競うことを望んでいる。中国は、小型衛星技術でリードしており、す

でに高性能の小型衛星をいくつか打ち上げている。2006 年に中国の宇宙企業が、中国は今

後 10年で 50基の小型衛星を打ち上げる予定であると発表した。中国航天科技集団公司は、

衛星は観測、科学実験、環境のモニタリングに資すると報告した。この取り組みは進行中

で、小型衛星の開発は、中国の軍事宇宙船の開発や他国（たとえば米国）との競争におけ

る重要な役割を果たす注11。2009 年、中国の軍事費は 14.9%増加し、およそ 480 億ユーロ

となった。 
 
 欧州では、欧州宇宙機関（ESA）が、2010 年の予算が 54 億ドルであるにもかかわらず、

2010 年および 2011 年の支出を 2009 年の水準（48 億ドル）に凍結すると決めた。この予

算は、飛行、地球観測、打ち上げロケット、宇宙科学への拠出に割り当てられる。ESA は、

Proba（Project for Onboard Autonomy）、Proba-2、さらに計画段階にあるあと 2 つの

Proba ミッション用の衛星を含む一連の小型衛星を持っている注12。Proba-2 は非常に先進

的な衛星で、日常的に自らを制御することができる。Proba-2 ミッションの成功により、

ESA は将来のミッションを設定することができるようになる。なぜなら、特にパイロット

                                                 
注9 “Industry Interest in Small-Sat Sales Grows,” DefenseNews, 16 November 2009
（http://www.defensenews.com/story.php?i=4376832） 

注10 “Report: Japan to Build Up to 100 Mini-Satellites,” US News, 16 April 2009
（http://www.usnews.com/science/articles/2009/04/16/report-japan-to-build-up-to-100-mi 
ni-satellites.html） 

注11 次の文献も参照することができる。“China accelerates space research and development,”    
Spaceflight Now, 29 December 2009 （http://www.spaceflightnow.com/news/n0912/28china/） 

注 12  “CNES–ESA symposium to highlight growing potential of small satellites,” 9 December 2009 
（http://www.esa.int/esaMI/Technology/SEMOTY6JT2G_0.html） 
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段階にある 17 の新技術が、通常の大きさの衛星で実施される前に、Proba-2 に搭載されて

いたためである。ESA はまた、フランス国立宇宙研究センター（CNES）と協力して Small 
GEO（小型の静止通信衛星）を開発している。欧州委員会は、14 基の航法衛星注13を建設

するために、8 億ドルに上る契約の相手として OHB Technology 社（ドイツ、ブレーメン）

を選んだ。 
 
 ヨーロッパの別の場所（たとえばロシア）では、科学者の頭脳流出や科学への興味の低

下が相まって、科学的インフラが弱体化している。たとえば、ロシア人科学者が発表した

研究論文の数は減少した。ただし衛星の生産は継続しており、ロシアは 1 月の 終週に軍

事通信衛星を打ち上げた。全体として、ロシアは 70 基の軍事衛星網を持っており、これ

らは偵察活動やミサイル早期警戒に使用されている。しかし、ロシアはもはや、かつての

ような衛星打ち上げ大国ではなくなっている。他の欧州諸国は、外国とのパートナーシッ

プや同盟を形成しつつある。たとえば、インド宇宙研究機関（ISRO）は、Arienspace 社

と協同で、ISRO が打ち上げることができる小型衛星を欧州で探している。 
 
 2008 年の 4S シンポジウムには 25 ヵ国以上からの参加者が集った。このことは、活動

こそ増大してはいないにしても、少なくとも小型衛星に関する興味は増大していることを

示唆している。新規参入組が開発を進める可能性が高い。たとえばイスラエルでは、広大

な領域を絶え間なく監視するために宇宙情報を必要としている。このニーズを満たすため

に、「イスラエルは、飛行機から打ち上げることのできる小型衛星の開発に何億ドルも投資

するとみられる。これによりイスラエル空軍と情報部隊は、特定の目標に関する情報を短

時間で集めることができるようになる。注14」イスラエルは、この 1 年ミクロ衛星技術を研

究している。他国も小型衛星技術の能力を開発しつつあると考えられ、その取り組みが進

むにつれメディアからの注目を浴びるとみられる。 
 
 
小型・超小型衛星の用途 

 小型・超小型衛星は、軍事上、商業上、科学上のミッションの遂行に広く利用される。

NASA だけでも小型衛星に対していくつかの用途が考えられている。たとえば、①将来の

宇宙ミッションに利用する新興技術やすぐに入手可能な部品の実証、②宇宙環境での技術

の小規模な試験、③宇宙の放射能、温度、真空条件に対するハードウェアの耐久性に関す

                                                 
注13 編集部注：欧州版のGPSである「ガリレオ」を構成する衛星。欧州委員会は2010年1月7日、完成時には

大32基になる衛星のうち 初の14基の製造をOHB System社（ドイツ）、打ち上げサービスをArienspace
社（フランス）、システムサポートをThalesAleniaSpace社（イタリア）と契約する旨発表した。（参照：

“Commission awards major contracts to make Galileo operational early 2014”, 7 January 2010,  
（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/7&format=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=ja）） 
注 14  “Israel developing micro-satellites for better intelligence,” Haaretz.com, 28 January 2010

（http://www.haaretz.com/hasen/spages/1145650.html） 
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る理解、④生物学的実験の実施、⑤先端推進技術の試験、である注15。 
 
 小型衛星は、マルチスペクトル（複数波長）のリモートセンシングデータを利用した作

物生産量の決定、世界規模での海運の追跡、災害地図作成のための状況の即時認識能力、

天気予報の精度の向上などの支援に役立つことが証明された。特に小型衛星技術が他の技

術と組み合わさった場合に、小型衛星に新たな用途が加わると考えられる。超小型電子技

術、MEMS（微小電気機械システム）、ソフトウェア、軽量部品、センサー、超小型回路

が、小型衛星の能力を増強するとみられる。たとえば、MEMS は宇宙船を軽量化するのに

大きな役割を果たす。こうした役割には、費用削減、効率向上、衛星の長寿命化など大き

な利益がある。上述のキューブサットは、MEMS 技術を宇宙で実証するベクトルとして機

能している注16。センサーのネットワークにより地球の観測が可能になり、センサーによる

データを地球観測データと融合することで観測データの後処理を改善できる。 
 
 小型衛星の今後の将来性についてはまだ不明である。しかし、小型衛星のいくつかの欠

点（たとえば熱やパワー面での制約や、小さな表面積）に対する取り組みに進展がみられ

る。こうした制約にもかかわらず、政府や機関は小型衛星により宇宙へのアクセスが可能

になり、膨大な情報を得ることができるのである。即応サービス、放送サービス、有益な

終利用データの分野での小型衛星の利用は確実に増えると考えられるため、企業はこう

した分野に注意を払うべきである。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典： Strategic Business Insights Explorer Program 
 
本記事関連の NEDO 成果報告書 
本記事で扱っているテーマに関連した 近の NEDO 成果報告書を以下に示します。 
成果報告書を閲覧する場合は、NEDO ホームページから利用登録をしてから管理番号欄

に管理番号を入力し、検索してください。 
http://www.nedo.go.jp/database/index.html 
1) 平成 18 年度成果報告書 ｢宇宙分野における産業化に係る調査｣ 

管理番号 100009332 
2) 平成 19 年度成果報告書 「小型化等による先進的宇宙システムの研究開発に関する先

導調査」 
管理番号 100012499 

3) 平成 19 年度成果報告書 「基盤技術研究促進事業（高度製造技術と革新的設計の融合

                                                 
注15 Small Satellite Missions（http://www.nasa.gov/mission_pages/smallsats/） 
注16 http://adsabs.harvard.edu/abs/2009SPIE.7208E..21S 
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による汎用小型衛星の研究開発）」 
管理番号 100012504 

4) 平成 18 年度成果報告書 「基盤技術研究促進事業（民間基盤技術研究支援制度）高度

製造技術と革新的設計の融合による汎用小型衛星の研究開発」 
管理番号 100010062 
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【宇宙・航空】人工衛星・地上インフラ 
 

世界のリモートセンシング（人工衛星市場）の最新動向 
 
本稿は、表題に関して、米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社(SBI: Strategic 

Business Insights,Inc.)のレポートを編集・翻訳して紹介するものである。 
 
① 米国 NOAA の取り組み 

アメリカ海洋大気庁(National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA)は
2010 年度の予算要求総額 44 億 8,000 万ドルのうち、14 億 2,860 万ドルを米国環境衛星、

データ、情報サービスに投入しており、これは 2009 年度から 2 億 5,060 万ドル増えてい

る。「衛星データは、気候や気象に関する事前警告や生命や財産を保護のために必須」とい

う考えに基づくものであり、内訳は以下の通りである。 
 

・ 2 億 7,200 万ドルは Geostationary Satellite Systems (GOES-R Series) 、継続中の次

世代の静止衛星(GOES-R)用の衛星の技術構想と製造開発に使われる予定である。その

資金は衛星の設備、宇宙探査機、接地装置の開発、そして 2015 年 4 月に始まる NOAA
と NASA の政府プログラム計画室の支援に充てられる。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 9,420 万ドルは軌道衛星システム用のセンサーと宇宙探査機の開発を継続するために

使われる。資金は 2013 年 1 月に打ち上げ予定の NOAA による 初の衛星と、2016
年 1 月に打ち上げ予定の 2 台目の衛星の計器の開発と打ち上げ時のリスク軽減をサポ

ートするために充てられる。  
・ 700 万ドルは気候データ記録に使われる。衛星からの生データを解りやすく長期的な

環境観測データに変換する。科学者にとっては気候変動の予測と変動に対する適応を

進歩させるための重要な情報となる。 
・ 90 万ドルは安全な航海のために使用されている Synthetic Aperture Radar 注1（合成開

口レーダー）による海氷のイメージ画像取得に充てられる。これらのデータは氷で覆

                                                 
注1 レーダーの一種で、航空機や人工衛星に搭載し、移動させることによって仮想的に大きな開口面（レーダ

ーの直径）として働くレーダー。 

 
写真：宇宙機 GOES のイメージ 

  （出所：http://www.oso.noaa.gov/goesstatus/） 
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われた海面から安全なルートをピンポイントで探すための基盤となる。 
・ 2,000 万ドルは Jason-3 Altimetry Mission 注2 に提供され、海面高測定の継続に使わ

れる。表面波予測や地球規模の海面上昇のような、海洋気候学と海洋気象の応用に充

てられる。 
・ 200 万ドルは 2011 年度に打ち上げ予定の衛星の地上システム準備のための「極軌道衛

星システムデータ開発」に提供される。地上システムのアップグレードは、大量の観

測結果を分析、送信するために不可欠である。 
 

②  衛星地上局のインフラ 

2009 年、エンドエンド（ユーザ間）衛星通信ソリューション・プロバイダーの Globecomm 
Systems 社（ニューヨーク州、Hauppauge）は、総額 320 万ドル以上となる 5 件の契約

を獲得し、香港、ブラジル、北米、英国、アラブ首長国連邦の顧客に対し、衛星地上局の

インフラ設備と開発の提供を行っている。以来、Globecomm 社は米軍やアフリカ、東南

アジア、中東の連合軍向けに、実戦配備の X 周波数帯注3 サービスを導入している。X 周

波数帯の提供には、認可を受けたテレポート注4 資産、商用 X 周波数帯の宇宙セグメント、

グローバル・ファイバー・ネットワーク、iDirect インターネット・プロトコルサービス・

プラットフォームとさまざまな衛星ターミナルの設備オプションを含んでいる。この提供

はさらに、小開口アンテナの導入を適切にサポートすることができるハイパワーな衛星の

使用を可能にする。 
 
Globecomm 社は 近、米国政府機関と契約を結んだ。商用衛星通信ターミナル・プロ

グラムの下、グローバル衛星通信の移動コミュニケーションを提供するためである。同社

は衛星ターミナルの開発と製造のプログラム管理やサービスを提供するため、1,770 万ド

ルの価値を持つ、この取り組みを先導する予定である。  
 
ブロードバンド衛星ネットワークとサービスの世界的リーダーであるHughes Network 

Systems 社（メリーランド州、Germantown）は 2010 年に新しい衛星 Hylas 1 を打ち上

げるため、Avanti Communications Group（英国、ロンドン）と共同作業を行う予定であ

る。この衛星を使用し、Avanti は東欧、中東、アフリカ北部、アフリカ南部にデータや映

像を提供する。この衛星にはスポット・ビーム注5 が搭載され、K 周波数帯注6 で稼働する

予定であり、衛星が見える地球のどの場所をもカバーする予定である。Hughes 社は Avanti
社とそのパートナーチャンネルに 8 つのゲートウェイと 50,000 人のカスタマー宅内のタ

ーミナルを提供する。 

                                                 
注2 海面高測定を行う衛星 Jason-3 による高度測量ミッション 
注3 IEEE で定められた周波数帯域。X band は軍事通信・気象衛星・地球観測衛星用 
注4 通信衛星と結ぶ地上通信センター 
注5 衛星信号 
注6 IEEE で定められた周波数帯域。K band は通信衛星用 
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図：Hylas 1 とスポット・ビームのイメージ 

 
ヨーロッパのリーダー的宇宙企業である EADS Astrium 社は、軍事通信衛星を獲得しつ

つあり、ドイツ以外の派遣部隊間での安全な情報送信ネットワークの基盤を構築中である。

衛星通信によって情報伝送の安全性が確保されるだろう。ネットワークは世界中の音声、

データ、映像、マルチメディアのアプリケーションの自律伝達（autonomous transmission）
をサポートする。システムは 2010 年末までに通常稼働となり、以降 15 年間、東南アジア

から北米までの地域へ通信サービスを提供することになる。SES Astra の子会社である

ND SatCom Defence 社（ドイツ、Immenstaad）はドイツ国内のユーザ・ターミナルを

構築し、地上ステーションをアップグレードし、新しいネットワーク制御モニタリングと

管理設備を開発する予定である。 
 
アフリカの衛星プロバイダーである STL ガーナ社は、ネットワークシステムのプロバイ

ダーとして、Gilat Satellite Networks 社（イスラエル、Petah Tikya）を選んだ。Gilat 
Satellite Networks 社は、ネットワークシステムとネットワーク関連の専門サービスをサ

ービス・プロバイダーやオペレーターに提供し、西アフリカをカバーしているブロードバ

ンド衛星である SkyEdge II から配信している。ネットワークは 2 台の SkyEdge II ハブ・

ステーションとおよそ 1,000 台の VSAT（衛星通信用超小型地上局）システムから構成さ

れており、西アフリカのヘルスケア組織や、企業、財務サービス会社等向けに効率の良い

ネットワークを確立している。そのインフラにより、仮想プライベート・ネットワーク

(virtual private network：VPN)、ビデオ会議、IP 電話(voice-over-Internet-protocol：VoIP)
サービス、ブロードバンド・インターネット接続、IP マルチキャスティング注7 のような

                                                 
注7 マルチキャスト(”Multicast”)とは、コンピュータネットワークにおいて、決められた複数のネットワー

出典： 
http://www.satelliteone.com/support-files
/Spot_Beam_Short.pdf 
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広範囲かつ、相互作用のある（双方向）のデータ活用を確立している。 
 

③ 携帯型地上インフラ 

スウェーデン、ストックホルムが本拠地である SWE-DISH Satellite Systems AB 社は

携帯型衛星通信機器およびブロードバンド・アプリケーション関連サービスの世界的トッ

プレベルのプロバイダーである。2007 年 7 月、SWE-DISH は DataPath 社に買収された。

DataPath 社は、政府、商業カスタマー向けに世界中に衛星とワイヤレス通信ネットワー

クを持つ大手プロバイダーである。 近の開発としては、新しい衛星通信の SATCOM 移

動ターミナルがあり、SWE-DISH の衛星ターミナル技術と Saab 社の安定化プラットフォ

ーム技術を結合させている。この技術は、水陸両方のアプリケーションとして、全世界の

ほとんどの場所をカバーし、ほぼすべての稼働中の商用 Ku 周波数帯注8 衛星へのアクセス

を提供するために設計された。SATCOM 移動ターミナルによって、どの場所にでもブロ

ードバンドを提供することが可能になる。なぜなら、衛星通信移動ターミナルは、米連邦

通信委員会(U.S. Federal Communications Commission)と世界中の衛星オペレーターの

要求を満たしているからである。多数の旧式ターミナルが世界中で導入されているため、

既存インフラの範囲内でのオペレーションにとしては、ネットワークづくりが必須である。

Saab の操縦システムは陸上でも海中でも正確に操縦することができ、その軽量プラット

フォームはどの船舶、乗り物でも簡単に搭載することができる。動画、電話会議、ネット・

ミーティング、ファイル転送、戦場管制などが必要なすべてのプラットフォームにとって、

パワフルなソリューションとなる。 
 
コミュニケーション・プロバイダーとして、Inmarsat 注9 衛星サービスの世界的なディ

ストリビューターでもある Stratos Global 社（メリーランド州、Bethesda）は、2006 年

に BGAN Mobile Media System を発表した。BGAN Mobile Media System は、世界中の

放送局向けにリモート通信衛星を利用したニュースの収集と配信をするシステムである。

以来 Stratos 社は MPC Steamship 社向けに Inmarsat の FleetBroadband モバイル・ブ

ロードバンド衛星サービスの構築に成功した。MPC Steamship 社は、商用船舶輸送業界

で急成長している企業であり、17 台のバルク・キャリア船とコンテナ船を所有している。

FleetBroadband システムはバルク・キャリア船「揚子江」に導入さており、世界各地で

活用している。MPC は 2011 年までに保有船舶を二倍に増やす計画である。そして、新し

い船舶すべてに Stratos 社の FleetBroadband を搭載することに加え、既存の未搭載の船

舶にも搭載していく予定である。現在、FleetBroadband はすべての Fax 通信、ショート・

メッセージ・サービス、通信インターフェイス、データベースの同期などの管理に使用さ

れている。将来のアプリケーションには、エンジン性能分析や排気のモニタリングも含ま

れる。世界中の重要な領域のさまざまな種類の船舶において、 Stratos 社の

                                                                                                                                                 
ク端末（ノード）に対して、同時にパケット（データ）を送信する事。 
注8 IEEE で定められた周波数帯域。Ku band は衛星テレビ放送・通信衛星用 
注9 インマルサット：通信衛星による移動通信を提供 
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FleetBroadband が 2,000 基以上活用されている。Stratos 社はモバイル衛星サービスのサ

プライヤーとしては業界 大手に成長し、特に海運業界において、世界の 40,000 海上タ

ーミナルの通信に使われている。 
 

Advantech 社（カリフォルニア州、Milpitas）は 2007 年に新しい IPOINT 衛星捕捉用

コントローラを発売した。以来、同社は人気の高い S5400 DVB-SCPC モデムの機能拡張

版である S5420 の開発を行ってきた。S5420 は多種のモードのサポートが可能で、単体の

手頃なモデムを用いたソリューション（解決策）により、様々なネットワーク技術に適合

させるための多重モードのオペレーションをサポートすることが可能となり、同じターミ

ナル・インフラを用いて、一つのモデムから他のモデムへの情報伝送が可能となる。S5420
は、企業、政府、通信事業者、放送局、サービス・プロバイダー向けソリューションとな

るだろう。ソリューションには、インターネット接続、電子メール、ビデオ会議、プライ

ベート・ネットワーク、コンテンツ配布や提供、海運アプリケーションなど多数のアプリ

ケーションが含まれる。 
 
GPS 技術の大手イノベーターである Trimble 社（カリフォルニア州、Sunnyvale）は

GPS 受信ファームウェアの新バージョンを発売した。今まで受信が難しかった地域での衛

星信号受信が飛躍的に向上した。改良型リアルタイム・キネマティック測位（Real Time 
Kinematic：RTK）エンジンにより、衛星受信に制限がある地域でも迅速な初期化と改良

された受信機性能が提供される。これらの地域には、高層ビルや高い石壁などによって衛

星信号が遮られる地域が含まれる。インフラの設置場所に制限のある基地を持つ契約者の

場合、改良型 RTK によって、基地局からより広範囲な地域においても、迅速な初期化と、

より精度の高い受信が可能になる。 
 

編集：NEDO（担当 総務企画部 清水 太郎） 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 

 
出典：Strategic Business Insights 
“Land-based satellite-infrastructure trends” 
 
 
本記事関連の NEDO 成果報告書 
 
記事で扱っているテーマに関連した 近の NEDO 成果報告書を以下に示します。 
成果報告書を閲覧する場合は NEDO ホームページから利用登録を行い、管理番号欄に管

理番号を入力して検索してください。 
http://www.nedo.go.jp/database/index.html 
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・平成 20 年度成果報告書 平成 20 年度第 1 回採択産業技術研究助成事業 08E52010a 我 
が国および ASEAN 諸国の災害救援活動の迅速性を飛躍的に向上させるリアルタイム津

波被災地認定技術の開発 平成 20 年度中間   20100000000073 
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サルモネラ菌の顕微鏡写真 
提 供 ： Pacific Northwest National 

Laboratory 

【宇宙・航空特集】ライフサイエンス   
 

宇宙飛行でサルモネラ菌の秘密が明らかに(米国) 
 
「サルモネラよ、一体どうしたの？」 
 
研究者たちは、スペースシャトルで宇宙に運ばれ地球に帰還したサルモネラ菌が、地球

での同様の条件で培養されたサルモネラ菌と比べて3~7倍強い毒性を示すことが解って以

来、この疑問を自問し続けてきた。その理由が解明できれば、宇宙飛行士を病気から守る

ことができ、地上での食中毒や他の日常的な病気に対する新治療法につながる可能性があ

る。 
 
 シェリル・ニッカーソン氏（アリゾナ州立大学）とその同僚による 新の研究は、サル

モネラ菌が宇宙で「活性化」される理由だけでなく、沈静化する方法についても説明して

いる。 
 
 「宇宙飛行は、サルモネラ菌を勘違いさせて、ヒトの腸内にいるかのごとく活動させる

と考えられる。これは『流体剪断応力(以下剪断力と略称する)』と関係のある機械的な現

象だ。」ニッカーソン氏はこう言う。 
 
サルモネラ菌は、自分の外表面の向こうで流体が動く強さを感知できる。この「周囲の

液体からの剪断力」が、サルモネラ菌に、ヒトの体内のどこにいるかを知らせるシグナル

の役割を果たす。サルモネラ菌は通常、ヒトが食べる食品に便乗してヒトの体内に入る。

チューブ状の腸の中央では、半分ほど消化された食物と消化液が混ざった液体状の混合物

が激しく動いているため、液体からの圧力が高い。 
 
 しかしサルモネラ菌の細胞は腸壁に近

づくにつれ、腸の内膜を覆っている微絨

毛と呼ばれる微小の、髪の毛のような突

起の間の小さな空間に入り込む。ここで

は、細胞は激しい動きから保護され、液

体からの剪断力レベルも非常に低くなる。

そこがまさに、細菌の細胞が腸を通過し

て血流に乗り、ヒトに感染するところな

のだ。したがって、液体からの低剪断力

を経験した細菌が、遺伝子の活動を変化

させ、自らの生存を助け、ヒトに感染す

るのは理にかなっているのである。 
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 コンピュータを使ったシミュレーションによれば、宇宙という無重力の環境で細菌が経

験した液体からの流体剪断力レベルは、こうした腸壁の小さな空間での剪断力レベルと類

似している、とニッカーソン氏は語る。「宇宙飛行というのは、低剪断力の環境なのだ。」 
 
 同氏のチームは、国際宇宙ステーション（International Space Station: ISS）への 2 回

のスペースシャトルの飛行（2006 年 9 月の STS-115 および 2008 年 3 月の STS-123 注1）

に搭載したサルモネラ菌を研究した。研究チームは、宇宙飛行により酔っぱらっている（勘

違いしている）細菌の 167 の遺伝子が、宇宙飛行しなかった細菌の遺伝子と比べて多少活

性化していたことを発見した。同チームはまた、これらの遺伝子の約 1/3 を制御する「マ

スター制御因子(master switch)」である Hfq と呼ばれるタンパク質を特定した。このタン

パク質の活性も、宇宙飛行による低剪断力条件の影響を受けていた。 
 
 この毒性促進効果を生み出すのを助ける遺伝子やタンパク質が特定されているため、科

学者たちはこの情報を利用して、サルモネラ菌が付着した食品由来の疾病と闘う新たな戦

略（ワクチン、治療など）作りに取り組んでいる。 
 
 チームはすでに、サルモネラ菌の強化された毒性に有効な一つの方法―少量のイオンを

加えること―を発見している。ニッカーソン氏のチームが、5 つのイオン（カリウム、塩

素、硫酸塩、マグネシウム、リン酸塩）の濃度を高めた培養液中で同種族の細菌を培養す

ると、宇宙飛行による細菌の毒性レベルの上昇という現象はみられなかった。 
 
 「細胞というのは面白いものだ。自分の周りにあるものが普段より多すぎたり、少なす

ぎたりしたときの細胞の反応の仕方には驚かされる。」ニッカーソン氏はこう言った。 
 
 結局のところ、宇宙飛行という低圧力環境により活性化された遺伝子の多くは、細胞内

外へのこれらのイオンの運搬に関わっているため、遺伝子の活性化とイオン濃度の間には

何らかの関連があるとみられる。ニッカーソン氏によれば、このイオン効果に関する研究

は現在進行中であるが、サルモネラ菌の感染を防ぐためにこれらのイオンを利用する新た

な方法が見つかるかもしれないと推測している。 
 
「一体なぜ宇宙飛行したサルモネラ菌を研究しようと思いついたのかとよく聞かれる

が、私はそういう相手に、「なぜそれを思いつかなかったのか」と聞き返している。科学者

は、極限条件下で細菌を研究するたびに、細菌の機能に関して新たな驚くべき知見をみつ

けてきた。宇宙飛行というのは、比較的研究が進んでいない、もう一つの極限環境なのだ。

私にとっては、考えるまでもないことだった。」とニッカーソン氏は語る。 

                                                 
注1 STS はスペースシャトルによる ISS 組み立てミッションで、STS-115 ではスペースシャトル「アトランテ

ィス」が、STS-123 では「エンデバー」が使用された。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Salmonella Spills its Secrets on the Space Shuttle  

（http://science.nasa.gov/headlines/y2009/06may_salmonella.htm） 
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【宇宙・航空特集】航空機 省エネ航法 
 

アジア・太平洋排気低減イニシアティブ(ASPIRE)の最近の活動  

 
要 約 

ASPIRE は、2008 年 2 月に始まり、昨年の 12 ヵ月間でめざましい進歩をしている。初

年度に、ASPIRE の創立メンバーであるエアーサービス・オーストラリア、エアーウェイ・

ニュージーランド(ニュージーランド航空)と米国連邦航空局は、ASPIRE の戦略プランを

構築し、一連のデモンストレーション・フライトを実施し、共通の性能評価指標の開発を

始めた。参加メンバーは、ASPIRE を新たなプロバイダーに拡張し、ISPACG 注1との共同

を通じて事業計画「Ａ」に定めた事業を促進することとしている。 
 
1. 序 論 
1.1  ASPIRE（ Asia and South Pacific Initiative to Reduce Emissions）は、地域の環

境管理に焦点を絞る航空サービス・プロバイダーのパートナーシップ（提携関係）である。

ASPIRE は、2008 年 2 月 18 日のシンガポール航空ショーにおいて、エアーサービス・オ

ーストラリア、エアーウェイ・ニュージーランド、そして米国連邦航空局により、ASPIRE
の目的に関する共同声明への調印が行われ、スタートした。 

技術デモンストレーションに主な焦点を絞った地域協力とは違って、ASPIRE は、環太

平洋の環境管理への総合的な取り組みを行っている。 
ASPIRE のもと、現在及び将来の参加メンバーは、温室効果ガスの削減が実証され、成

功が証明されている 適な実施方法の導入と普及を誓約する。同様に、環境に対する将来

的な利益を普及させる事業計画を進めている。 
 
2.議  論  
2.1  2008 年 6 月 4 日、5 日の両日、ASPIRE メンバーは、共同声明で確立された基本原

則に基づき、ASPIRE 共通のアプローチを進めるため、ニュージーランド、オークランド

に参集し、ASPIRE にとっての一連の目標を確定した。 
a. 空港から空港まで、1 つ 1 つの操作のベースで、フライトの全てのフェーズにおいて

環境フットプリントを減らす操縦手順の開発と実施を促進する 
b. 環境に優しい方法と基準について世界的相互運用を容易にする 
c. 既存技術と 適な実施方法に対する費用の拠出                        

d. 航空輸送システムの環境パフォーマンス改善を測定する共通性能基準の開発  

                                                 
注1 Informal South Pacific ATS Coordinating Group. ATS とは航空機の円滑な飛行に資するため、公示され

た特定の経路のこと。 
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e. 短期、中期および長期の結果を伴う、適切な緩和活動を保証する系統的なアプローチ

システムの提供 
d. ASPIRE の環境イニシアティブ、目標、進展と業績を、世界的な航空団体、マスコミ 
及び一般社会に対して、広報・宣伝する 

 
2.2 このアプローチは、ASPIRE の戦略プランとして文書化され、2008 年 10 月に完成

している。戦略プランを生きた文書とするため、メンバーにより少なくとも毎年更新

される。 
 

2.3 戦略プランの３つの主要なセグメントは以下のとおりである。 
a.フライト分野で推奨され証明済みの 適な実施方法  
・大洋上でのユーザー推奨の経路 
・ダイナミックな空中経路変更 
・実績に基づいた航空路分離（RVSM 注2 ：reduced vertical separation minimum） 
・ 適化されたプロファイル降下(profile descent)注3(テイラードアライバル (Tailored  

arrival)注4、継続降下到着方式(Continuous Descent Arrivals ：CDA’s)注5、エリアナ

ビゲーター(RNAV)注6によるアプローチの改良 
b.性能測定 
・航空会社から提供された空港から空港への燃費データを使用して、米国からオース

トラリア/ニュージーランドまで飛行する燃料測定の基準ベースラインを設定する 
・強化策を実施してからの 近 10 年間に得られた利益モデル(例、RVSM、30/30 分離、

ダイナミックなルート変更、ユーザー推奨ルート(UPR’s)、側面補正(lateral offset)
による上昇)、理想的なコンディションでの燃料燃焼計画に基づく“理想的なフライ

ト”ベンチマークの創造 
c. ASPIRE 事業計画  
・発展途上にある資金供給のイニシアティブは、ASPIRE セグメントターゲットであ 

                                                 
注2 短縮垂直間隔（RVSM）とは、空域の容量拡大・有効利用の観点から、29,000 フィート（約 8,850 メート

ル）以上 41,000 フィート（約 12,500 メートル）以下の高度帯において、垂直管制間隔を現行の 2,000 フ

ィート（約 600 メートル）から 1,000 フィートに短縮する方式をいう。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/12/120930_.html 
注3連続的に降下を行うことにより、低空での飛行を極力減らす方式。 
注4 空港に着陸する際に燃料消費を大幅に削減できる方式。空港へ進入する時に巡航高度からエンジンの推力

を下げたまま連続的に降下して着陸する。http://www.jal.com/ja/soraeco/group/ 
注5航空機が着陸のための降下飛行を行う際に、 小のエンジン推力を維持し、降下途中に水平飛行を行うこと

なく 適な降下率で計器進入開始点まで飛行する方式

http://www.mlit.go.jp/report/press/cab13_hh_000020.html 
注6・地上無線施設を経由せずに飛行経路を設定する航法。http://press.jal.co.jp/ja/release/200709/000691.html 
・航法援助施設あるいは自蔵航法装置(INS 等）によって任意の飛行経路を設定し、空域を効率よく利用する

航行の方式。(管制用語集)http://www.airsafety-atc.org/index.php/pages/glossary#R 
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る排気を減少させるポテンシャルを持っている(米国からオーストラリア/ニュー 
ジーランド)。 

・多種多様に分類されている ASPIRE 事業計画イニシアティブは、ISPACG を通じ 
て管理されている。  

・事業計画は、説明書、目標期日、主要な航空ナビゲーターサービス・プロバイ 
ダー（Air Navigation Service Providers: ANSPｓ）、産業界とエアーラインパー 
トナーそして、適切なワークグループへの加入（例えば ISPACG)を含んでいる。 
 

2.4 事業計画 A として知られている南太平洋 ASPIRE 事業計画は、短期及び中期のイニ

シアティブから成る。 
・南太平洋での効率向上を特定するパフォーマンス・モデルおよび過去のパフォーマ

ンス向上実績 
・理想的フライト基準の開発 

   ・南太平洋のパフォーマンス基準の開発（ISPACG） 
・ASPIRE-フライトデモンストレーション 

   ・活発な航空輸送新ルート手順の拡大（ISPACG） 
・ユーザー推奨ルート利用の拡大（ISPACG） 
・ADS(自動従属監視)の洋上追従高度変更(In-Trail Procedure)。段階的な手順の開発

（ISPACG） 
・管制間隔(separation)の 30/30 以下への縮小注7の分析 

    ・CDA のような 適化されたプロファィル降下との協調 
 

2.5 2008 年 9 月から 2008 年 11 月の間、ASPIRE メンバーは、エアーラインと環境に優

しい航空産業 3 社と協力した。また、ASPIRE 航空便は、燃費向上と排出抑制のデモンス

トレーションを計画している。a)そのようなギリギリの燃料による既存のグリーン手順と

技術調和。ユーザー推奨のルートと RNP のようなペアワイズ分離の削減。b)制御可能な

制約の 高の状態の管理。そして、地上走行時の遅延と低高度での無線誘導。ASPIRE フ

ライトの実施。 
・ASPIRE-ニュージーランド航空：ニュージーランドのオークランドからカリフォ 
ルニア州サンフランシスコまで B777 で 9 月 12 日に行ったデモンストレーション 
飛行は成功している。 

・ASPIRE-カンタス：カリフォルニア州ロサンジェルスからオーストラリア・メル 

                                                 
注7航空交通の安全かつ秩序ある流れを促進するため、航空交通管理管制官または航空管制官が確保すべき 小

の航空機間の空間を管制間隔という。これを横間隔 30nm(ノーティカルマイル。海里＝1.85km)、前後間隔

30nm まで縮小すること。(管制用語集) http://www.airsafety-atc.org/index.php/pages/glossary#管制間隔／

SEPARATION： 
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ボルンまで A380 で、10 月 20 日に行ったデモンストレーション飛行は成功してい

る。 
・ASPIRE-ユナイテッド：オーストラリア・シドニーからカリフォルニア州サンフ 
ランシスコまでＢ744 で、11 月 14 日に行ったデモンストレーション飛行は成功し 
ている。 
 

ASPIRE フライトからの燃費節約例（ASPIRE-ニュージーランド航空） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 進捗状況、実績及びプログラムの状況については、ASPIRE レポートの発行を通して

年一回発表される。この年次レポートは、事業計画イニシアティブの 新状況と、ASPIRE
の実証、実績評価及び将来の計画を提供するために、各暦年の第 2 四半期に ASPIRE のコ

ーディネーターにより作成される。レポートは、メディアとグローバルフォーラム、産業

界を含む航空界のしかるべきメンバーに配布される。2009 年の ASPIRE 年間レポートは、

6 月の刊行物注8として計画されている。 
 
2.7  ASPIRE では、プロジェクトをゆっくりと計画的に太平洋全域に拡大するプランを

持っている。ASPIRE イニシアティブへの参加を望んでいるサービス提供会社は、 良事

例の実施、性能測定基準及び今後の活動プログラムを含む ASPIRE への詳細な情報を準備

するよう勧奨される。 
 

                   翻訳：NEDO（担当 総務企画部 土橋 誠） 
 
出典： 
“UPDATE ON ACTIVITIES OF THE ASIA AND SOUTH PACIFIC INITIATIVE TO 

                                                 
注8この記事は 2009 年 5 月に発表された。 

 項目 
  

燃焼セーブ  
米ガロン リッター キロ キロ CO2 

APU 使用削減による燃料節約 60 227 182 574 
直前に燃料補給をすることによる燃料節約 68 257 206 650 
高上昇出力の使用による燃料節約 40 151 121 382 

UPR の使用による燃費節約（平均） 420 1,590 1,272 4,015 
DARP による燃料節約 70 265 212 669 
減速コスト指標による燃料節約 90 341 273 860 
適高度による燃料節約 135 511 409 1,291 

理想的降下を使用する燃料節約  200 757 606 1,912 
フラップを遅らせることによる燃料節約 80 303 242 765 
ＡＰＵ使用削減による燃料節約 10 38 30 96 

合  計 1,173 4,440 3,552 11,214 
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REDUCE EMISSIONS (ASPIRE)” 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/enroute/oce
anic/documents/IPACG/IPACG30/IP22_ASPIRE.doc 
 
 
本記事関連の NEDO 成果報告書 
 
本記事で扱っているテーマに関連した 近の NEDO 成果報告書を以下に示します。 
成果報告書を閲覧する場合は NEDO ホームページから利用登録を行い、管理番号欄に管

理番号を入力して検索してください。 
http://www.nedo.go.jp/database/index.html 

 
・平成 17 年度成果報告書 省エネルギー型廃水処理技術開発  100008492 
・平成 17 年度成果報告書 バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 有機性廃棄物の高 
効率水素・メタン醗酵を中心とした二段醗酵技術研究開発 総合調査・トータルシステム

の開発研究  100008403 
・平成１７年度成果報告書 基盤技術研究促進事業（民間基盤技術研究支援制度）ゼロエミ 
ッション対応型膜バイオリアクター  100007584 

・平成 17 年度成果報告書 バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 有機性廃棄物の高 
効率水素・メタン醗酵を中心とした二段醗酵技術研究開発 メタン醗酵の効率化及びバイ

オエンジニアリングの研究  100008404 
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【宇宙・航空特集】予算 
 

NASA（航空宇宙局）の 2011 年度予算要求（米国） 
 
オバマ大統領は、2010 年 2 月 1 日、2011 会計年度（2010 年 10 月～2011 年 9 月）の

予算教書（議会に対する予算要求）を発表した。NEDO 海外レポートでは宇宙・航空特集

としてこのうち航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration：NASA）

の予算について取り上げ、そのポイントと概要を紹介する。 
 
1. 大統領府行政管理予算局(Office of Management and Budget)資料より 

 
NASA の 2011 年度予算要求の概要 

FY2011 予算要求：190 億ドル 
FY2010 成立予算：183 億ドル 
 

NASA は科学、テクノロジー、探査の分野で、知識、教育、イノベーション、経済力の

活性化、地球の管理責任者として、米国及び世界的な困難に対する解決能力を高め、発展

を促している。大統領予算は今後 5 年間にわたり、60 億ドルの追加投入を行い、NASA
に対し、2011～2015 年の 5 年間で総額 1,000 億ドルを約束した（後出の表参照）。 
 
有人宇宙飛行への大胆で新しい道のりの基盤を築く 

NASA のコンステレーション計画（主に既存テクノロジーを基盤とした計画）は、有人

宇宙飛行による月探査を 2020 年までに復活させるビジョンに基づいていた。しかしなが

ら、重要な新テクノロジーに対する投資を行わなかったため、この計画は予算超過、スケ

ジュール遅延、イノベーションに欠けるということになった。幅広い評価基準を用いるこ

とにより、独立した調査委員会は、たとえ十分に資金があったとしても、NASA の計画と

して、アポロ時代の業績の多くを 50 年後に繰り返すことは、潜在力のある代替案と比較

して、宇宙探査としては魅力に乏しいアプローチであると結論づけた。 
 
さらに、月到着を目標とする NASA の試みは、そのような不適切な課題に取り組む間に、

無人宇宙探査、科学、地球観測を含む他の NASA のプログラムから資金を流出させてしま

った。大統領予算はコンステレーション計画を打ち切り、大胆で新しいアプローチに切り

替え、宇宙探査へのより有効なアプローチの構成要素に対して投資を行う。 
 

・将来の重量物運搬ロケットシステムをサポートするための研究開発。オペレーションコ

ストを現行のシステムよりも大幅に軽減した探査構造物の能力を高める予定である。そ

のシステムにより、さらに遠くへ、さらに速く宇宙に我々を運ぶ可能性がある。 
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・活気のある新しいテクノロジー開発とテスト計画。その目的は、将来の探査活動能力を

高めるとともに、そのコストを削減することである。未来の有人および無人探査ミッシ

ョンを極めて高度である一方、手頃な値段にするため、NASA は民間企業と共に、主要

な軌道上のテクノロジーの構築、飛行、テストを行う予定である。例えば自律ランデブ

ー注1 とドッキング、閉ループでの生命維持システム、軌道上プロペラント注2 輸送、宇

宙空間での高度な推進力などである。 
 
・先駆的な無人探査ミッションの絶え間ない継続。有望な探査場所を特定し、将来の有人

ミッションの安全性と可能性を高め、科学への投資に対する見返りがあるテクノロジー

を実証する。 
 
21 世紀の宇宙探査に対する米国の意欲を高める 
・.将来の NASA および他の政府機関と民間の宇宙活動の能力向上とコスト削減を目的と

した、機関全体に渡る新テクノロジー開発とテスト計画に対し、3 億 6,900 万ドルを投入。 
 
・これまでに 2016 年の引退が計画されていた ISS の引退時期延長に対し、1 億 8,300 万

ドルを投入。NASA は宇宙での科学的研究とテクノロジーのテストを行うための新しい

研究施設を導入する予定である。新しい可能性として、人間生理学、空気注入式の宇宙

居住、宇宙ステーションの能力のアップグレードを継続する計画などが含まれる。 
 
・予定が 2011 年度までずれ込んでしまったが、残り 5 回となるスペースシャトル・ミッ

ションの安全で秩序のある引退を行うために 6 億ドルを投入。 
 
新科学、イノベーション、雇用に対する予算投入 

・NASA、民間企業および学界を含め、スピンオフ技術注3 や場合によっては全く新しい産

業を誘発する、探査テクノロジーの変革をもたらす研究に対し 12 億ドルを投入。 
 
・地球科学の優先事項のため、新しい衛星開発を加速する資金として 1 億 5,000 万ドルを

投入。 
 
・炭素観測衛星の交代のための開発と飛行の資金として 1 億 7,000 万ドルを投入。2009
                                                 
注1 宇宙空間において 2 機以上の宇宙船、または宇宙船と宇宙ステーションなどが速度を合わせ、同一の軌道

を飛行し、互いに接近する操作。両者が結合するドッキング操作を含める場合も、含めない場合もある。

引用：   

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%BC_(%E5%
AE%87%E5%AE%99%E9%96%8B%E7%99%BA) 

注2 ロケットなどを打ち上げるための推進剤 
注3 特定の分野で開発された技術を民需に転用すること。または転用された技術を利用して生産された民需製

品（スピンオフ製品とも呼ばれる）のこと。特に国家的研究開発機関の開発技術（軍事技術開発、宇宙開

発、自然科学研究など）の民間への転用をさす場合が多い。引用：

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%95 
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年の衛星打ち上げ失敗で、地球規模の炭素の放出量と吸収量を特定するというミッショ

ンが遂行できなかったため。 
 
・ISS への宇宙飛行士輸送を提供する産業との契約のために 5 億ドルを投入。飛行士輸送

の外国への依存を減らし、米国に新しい産業と多くの新規雇用を生み出す。 
 
太陽系と宇宙の科学的理解を高める 

・科学研究の助成金、数多くのミッション、惑星や星を調査する望遠鏡の費用に 32 億ド

ルを投入。ここには、ハッブル宇宙天文台の後継、月の研究ミッションと 2 つの火星探

査ミッションなど新しいミッションが含まれる。 
 
・太陽行きミッションのために 1,400 万ドル（5 年間で 4 億 2,000 万ドル）投入。太陽の

外圏大気を飛行し、どのように熱を発しているのか、太陽風として知られている荷電粒

子の流れをどのように排出しているのかの理解をさらに深める。 
 
・地球に危険を及ぼす可能性のある小惑星を検出する資金を増やす。 
 
優先順位の高い達成目標 

当局は 21 世紀の課題に取り組むにあたり、透明性があり、業績が良く、有能な政府機

関を構築することを約束した。予算を作る一環として、すべての政府機関は も優先順位

の高い業務（達成するための戦略と内部リソースを伴った）目標を明確にした。そして、

それぞれの機関は次の 2 年間で目標を達成するために働く予定である。NASA で も重要

な現在の目標は以下のとおりである。 
 
・航空機の着陸段階での運航効率と処理能力を向上させる。 
 
・アクエリアス・ミッション注4 とグローリー・ミッション注5 の初期軌道オペレーション、

そして、2011 年度末以前に行われる NPOESS 注6 準備計画（NPOESS Preparatory 
Project：NPP 注7）ミッションの統合、テスト、打ち上げ、検証、開始に向けて著しい

進歩を遂げる。 
  
・NASA 高等教育プログラム研修者が NASA、宇宙航空産業の契約企業、大学およびその

                                                 
注4 NASA 極限環境ミッション運用（NASA Extreme Environment Mission Operations: NEEMO）として、

米国フロリダ州沖合の海底約 20m に設置した米国海洋大気庁（National Oceanic and Atmospheric 
Administration: NOAA）の「アクエリアス」と呼ばれる閉鎖施設内で生活を行い、リーダーシップやチー

ムワーク、自己管理等の能力を向上させることを目的に、他の長期滞在訓練をさらに発展させた訓練。参照：

http://iss.jaxa.jp/topics/2006/0722_neemo/index.html 
注5 グローリー（Glory）は低軌道周回用の科学衛星。 
注6 National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System。極軌道実用気象衛星システム。 
注7 http://nasascience.nasa.gov/missions/npoess-preparatory-project-npp 
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他の教育機関に雇用されるパーセンテージを毎年上げる。 
   出典：NASA “FY2011 Budget Overview” より編集部作成  

 

NASA 予算の情報をすべて閲覧したい場合は

http://www.nasa.gov/news/budget/index.html で参照できる。 
 
2. NASA 資料より 
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重要かつ継続的な予算投入項目 

（上記の大統領府行政管理予算局資料と概ね重複している） 

・ 宇宙探査に向けて新しいアプローチを追求するため、変化を引き起こすテクノロジー

開発と 重要テクノロジーの実証 
・ 太陽系の様々な目的地に向けての無人探査ミッション注8 
・ 重量物運搬と推進力テクノロジーの研究開発 
・ 米国の民間による宇宙飛行の可能性 
・ スペースシャトル引退後、ケネディ宇宙センターの近代化への作業を含む将来の探査

機打ち上げの可能性 
・ 国際宇宙ステーション(ISS)の拡張と利用増加 
・ NASA、他の政府機関、民間の宇宙飛行の可能性の向上を目的とする分野横断テクノ

ロジー開発 
・ 気候変動研究と観測の新しい動きを進展させる宇宙探査機 
・ 次世代の環境に良い航空学 
・ STEM(理工系数学)に焦点を当てた教育 
 
コンステレーション計画の打ち切り。そして、現在の任務の完了時、スペースシャトルの

安全な引退を確実に行うため、2011 年度は 6 億ドルが充てられる。 
 
 
宇宙探査研究開発 
宇宙探査研究開発には 3 つの確固とした新規探査プログラムが含まれている。 
1. 重要テクノロジー実証プログラムに 5 年計画で 78 億ドル 

コストを削減し、軌道上での燃料補給と貯蔵を含む将来の探査活動の可能性を広げる

ためのテクノロジーの開発と実証への助成金 
2. 重量物運搬と推進力の研究開発に 5 年計画で 31 億ドル 

新しい打ち上げシステム、プロペラント、材料、燃焼プロセスのための研究開発への

助成金 
3. 無人探査ミッションに 5 年計画で 30 億ドル  

探査目標を選定し、人類による宇宙への訪問と居住に対し、危険を引き起こす原因と

解決のためのリソース（物的、人的資源）を解明するための費用対効果の高い方法へ

の助成金 
 
上記に加え、予算は現行のヒューマンリサーチプログラムへの額を 42％増やす。そして、

参加型探査プログラムには年間 500 万ドル（多岐に渡る NASA プログラムに対して）の

支援を行う。 
編集：NEDO（担当 総務企画部 清水 太郎） 

                                                 
注8 Robotic precursor missions 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典： 
 “The Federal Budget FY 2011 - National Aeronautics and Space Administration” 
http://www.whitehouse.gov/omb/factsheet_department_nasa/ 
“Fiscal Year 2011 BUDGET ESTIMATES” 
http://www.nasa.gov/pdf/420990main_FY_201_%20Budget_Overview_1_Feb_2010.pdf 
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【エネルギー】風力発電 送電網拡充      
 

2024 年までに東部総電力に占める風力シェアを 20％に（米国） 
―送電網の拡充、洋上風力の導入、運用方法の変更が条件― 

 
2010 年 1 月 20 日、エネルギー省（Department of Energy: DOE）国立再生可能エネル

ギー研究所（National Renewable Energy Laboratory: NREL）は、「東部風力統合・送電

に関する研究（EWITS）報告書注1」を発表した。これは、将来の風力発電の高普及率シナ

リオに関する 2 年半に及ぶ前例のない技術研究の成果であり、「2024 年までに、東部系統

（Eastern Interconnection）注2の総電力負荷のうちの、20％以上を風力由来とする」場合

の経済上、運用上および技術的な影響について分析することを目的としている。 
 
 「風力発電電力のシェアを 20％にするというのは野心的な目標である。しかし報告書に

は、この目標を達成するためのいくつかのシナリオが示されている。中西部の陸上風力で

あろうと、東部の洋上風力であろうと、あるいはいかなる組み合わせであろうと、すべて

の実現可能なシナリオは送電インフラの拡充を求めており、そのためには直ちに計画を開

始する必要がある。」この研究のプロジェクトマネージャーである NREL のデビッド・コ

ーバス氏はこう述べた。 
 
 この研究は、運用上のベストプラクティスを明らかにし、風力資源、将来の風力発電開

発シナリオ、送電の選択肢を分析した。主な論点は以下の通りである。 
 
①風力エネルギーシェア 20％の実現は技術的には可能であるが、これには送電インフラ

の飛躍的な拡充とシステム運用面の変更が必要である。 
②送電インフラの拡充が行われない場合には、研究されたシナリオのすべてで、風力シ

ェアは、目標値からの縮小を余儀なくされる。 
③すべてのシナリオで、既存の送電網を積極的に拡充するための費用は、年間総支出の

うちのほんの一部分にすぎない。 
④より広範な地域から風力エネルギーを調達すれば、費用が抑えられ、より信頼できる

エネルギー源になる。風力発電プロジェクトの地理的な配置を多様化することで、風

力発電の総発電量が、より予想可能、かつ安定的なものになる。 
⑤風力発電の開発は、炭素の排出量を削減するのに極めて費用効果的な方法である。よ

り多くの風力エネルギーが利用可能になればなるほど、化石燃料燃焼型発電所からの

エネルギー供給量が少なくなり、温室効果ガスの排出量が削減される。 

                                                 
注1 東部風力統合・送電に関する研究：Eastern Wind Integration and transmission Study（EWITS） 
注2 米国の送電系統には、東部系統 (Eastern Interconnection)、西部系統 (Western Interconnection)、テキ

サス系統 (Texas Interconnection)の三つがある。米国の送電網強化方針については、「エネルギー省長官

が 送 電 網 強 化 を 表 明 （ 米 国 ） 」 、 NEDO 海 外 レ ポ ー ト 1058 号 、 pp.63 ～ 65
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1058/1058-10.pdf）を参照されたい。 
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⑥すべてのシナリオで、炭素排出の削減量はほぼ同じである。このことは、送電網の拡

充が電力システムを 適化する役に立ち、石炭火力発電所からの電力を中西部からニ

ューイングランド諸州注3へ送電してもらうようなことにはならないことを示している。 
⑦すべての風力発電電力高普及率シナリオで、送電網の整備に伴う追加費用よりも、化

石燃料削減による節約額のほうが大きい。 
 
 「この研究の規模を正しく見極めるには、米国の人口の 70％強が東部系統から配電され

ていることを考えてみると良い。大容量の風力発電電力を東部系統に導入することは、国

全体をクリーン電力にむけ先導することにつながる。我々はもっと多くの風力発電電力を

系統に導入することができる。しかし適切な送電インフラがなければ、ハイブリッドカー

を買ってもガレージに置きっ放しにしておくようなものだ。」とコーバス・プロジェクトマ

ネージャーは述べた。 
 

EWITS のエグゼクティブ・サマリーと全文はウェブサイト注4からダウンロードできる

（無料）。 
 

EWITS のメディア・ウェビナー（オンラインセミナー）は 2010 年 1 月 20 日午後 1 時

（東部時間）に開催された。担当者に e-mail を送れば詳細を得られる注5。 
 
 

編集：NEDO（担当 総務企画部 久我 健二郎） 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 吉野 晴美）  

 
 
出典： NREL Study Shows 20 Percent Wind is Possible by 2024 

（http://www.nrel.gov/news/press/2010/801.html） 
 

                                                 
注3 北東部に位置するメイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイラ

ンド州、コネチカット州がニューイングランドを構成している。 
注4 http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/ewits.html 
注5 Richard Sawyers （rsawyers@kearnswest.com） 
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【エネルギー】風力発電 

 
米国の風力発電新規設置容量は 2009 年は 10,000MW に 

 
米国風力エネルギー協会（American Wind Energy Association：AWEA）によると、米

国の風力産業は 2009 年、ほぼ 10,000 メガワットの風力タービンを新規に設置した。総設

備容量では 39%増加したことになる。業界団体は、この記録的な年（新規設置容量が対前

年比約 18%増加）を米国再生・再投資法（American Recovery and Reinvestment Act）
によるものだとした。1 月 26 日に発表された AWEA の第 4 四半期報告書は、「風力は、

国内での主要な新規電源として、天然ガスと互角である」と位置付けている。風力および

天然ガス発電は、昨年の国内新規設置容量の約 80%を占める。風力発電の新規設置容量は

240 万世帯以上に電力供給するのに十分な量である。 
 
 2009 年は、第 4 四半期に 4,041MW が完工し、新規設置容量が年間 大の四半期となっ

たが、2008 年の第 4 四半期よりは少なかった。2009 年全体での新規設置容量は 9,922MW
となり、米国全体の風力発電容量は 35,000MW 以上となった。テキサス州は国内 大の風

力発電容量を新設し、国内トップの地位を強固なものにした。続いて、比較的新参である

インディアナ州が 905MW を新設し、第 2 位になった。さらに同州は、2009 年で も大

規模な風力プロジェクトである、600MW の発電容量を備えた Fowler Ridge ウィンドファ

ームに取り組んだ。AWEA プレスリリースと AWEA 2009 レポートは、下記から参照でき

る。 
http://www.awea.org/newsroom/releases/01-26-10_AWEA_Q4_and_Year-End_Report
_Release.html 
http://www.awea.org/publications/reports/4Q09.pdf 
 

 世界風力エネルギー協会（Global Wind Energy Council：GWEC）によると、世界の風

力発電総設備容量は 2009 年に 31%（37.5GW）増加した。この増加量の 3 分の 1 は中国

によるもので、同国の風力発電容量は 2008 年の 12.1GW から、2009 年には 25.1GW へ

急増した。これは 13GW の増加であり、米国の風力発電容量増加を約 31%上回る。この

早いペースにより、中国は風力発電総設備容量で 3 位となった。これはドイツの直ぐ後の

位置であるが、まだ米国より約 10GW 少ない位置にある。世界的な風力発電容量の増加を

牽引している主要市場は引き続きアジア、北米、欧州である。これら 3 地域は、それぞれ

10GW 以上の風力発電容量を新設した。GWEC プレスリリースと補足資料は、下記から

参照できる。 
 http://www.gwec.net/index.php?id=30&tx_ttnews[tt_news]=247 

http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_2010/Annex%20stats%
20PR%202009.pdf 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：EERE News “U.S. Wind Energy Industry Installed Nearly 10,000 MW in 
2009”  http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=15794 
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【エネルギー】省エネルギー 

 

省エネを目指すスマートウィンドウの研究開発（米国） 
 
巨大な、徒歩旅行者や飛行士用サングラス

で、晴れた日に家を包んだところを想像し

て下さい。格好良いと思いませんか？ 
 
国立再生可能エネルギー研究所（NREL）

の研究者らは、ビル全体をサングラスで包

み込んでしまうような、ハイテク技術の開

発を行っている。それは、ビル内部の温度

と照明を調節するために、色が変化する次

世代型「ダイナミック・インシュレーショ

ン・ウィンドウ（動的な遮光・断熱窓）」で

ある。 
 
米国では、年間 100 クアデリリオン

Btu(100quads Btu) 注1近いエネルギーが

消費されており、その内 40%がビルによるものである。そしてビルによるエネルギー消費

量の約 10 分の 1 が現在の透明な窓の使用からもたらされるもので、4quads に相当する。

これは、現在の窓が寒い日に貴重な熱を逃がしてしまったり、太陽光により内部が暖まり

過ぎてしまうために、ビル内部の冷暖房システムがフル稼働で温度調節をしているからで

ある。 
 

NREL の Dane Gillaspie 研究員によれば、ダイナミックウィンドウを使ってビル内部

の照明を一部補うことにより、さらに 1quad のエネルギーを節減することができるという。 
 
「このような高インシュレーションで、色変化する窓を広範に導入することにより、ト

ータルで、全米のビルによる年間消費エネルギーの約 8 分の 1、米国のエネルギー収支の

約 5%を節減することができる」と同氏は述べる。 
 
過酷試験 

色変化する窓は、すでに 20 年以上前に開発されている。この窓は幅広い関心を呼んだ

（1998 年、NREL はウォルト・ディズニーのエプコット・センターで行われたソーラー

ハウス展示会に試作品を提供している）。しかし、まだ広く利用されておらず、商業的にも

成功していない。 
                                                 
注1 100 quadrillion Btu = 1017 Btu。Btu(British thermal unit)は熱量の単位で、1055.06 ジュール。 

フィールド試験研究所ビルの過酷試験チェ

ンバー内で、エレクトロクロミック・ウィン

ドウ（色変化ウィンドウ）のサンプルを持つ、

NREL の Dane Gillaspie 研究員。試作品は、

性能と耐久性を検証するため、過酷な模擬環

境にさらされる。 
Credit: Pat Corkery 
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1980 年代以来、NREL は様々なウィ

ンドウ・テクノロジーを試験しており、

米国材料試験協会（American Society 
for Testing and Materials）と共に業界

における技術基準の策定に貢献してきた。 
 
研究者らは試験用のウィンドウを、

20,000 回の明暗サイクル（20 年間の使

用に相当）過酷試験チェンバーに設置し

た。チェンバー内部の条件は、1 太陽光

強度（通常の晴れた日に地球に放射され

る太陽光の強度）で、温度は 80℃（華氏

176 度）に調整されている。 
 
「我々は、これを過酷試験チェンバー

と呼んでいる」と、NREL のダイナミックウィンドウ試験コーディネーターの Erin 
Whitney 氏は述べる。 
 

NREL のチェンバーで試験された製品や試作品の多くは性能不足で、色変化する特性も

想定より早く劣化した。NREL は 新のデザインの中で、Sage Electrochromics 社（NREL
と共同研究契約を結んでいる）が開発した技術を検証した。同社は、この技術が改善され、

生産量が増え、より効率的になるにつれ、今後 5 年間で価格が 70%低下すると予想してい

る。 
 
しかし、現状のダイナミックウィンドウは、ガラス 1 平方メートルにつき 大 1,000 ド

ルかかる。 
 
「価格が問題である。」NREL でダイナミックウィンドウ・プログラムを統括する Anne 

Dillon 上級研究員が述べる。「高過ぎるのである。」 
 
どのような仕組みなのか？ 

インシュレーション・ウインドウは多層のガラスで作られ、ガラス間は通常ガスで充填

されている。Sage 社が開発したウィンドウ（以下、エレクトロクロミック・ウィンドウ）

は、外側のガラスに、ダイナミック材料の非常に薄いスタック（積層）を蒸着して作られ

ている。 
 
 

過酷試験チェンバー内にエレクトロクロミック・ウ

ィンドウをセットするNRELのDane Gillaspie研究

員と Erin Whitney 研究員。20 年間の熱、湿気、そ

の他の条件への露出をシミュレーションするため、

20,000 回のサイクル性能試験が行われる。 
Credit: Pat Corkery 
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ダイナミック部分は三層から成る。

イオン伝導体層が活性電極と対電極を

分離している。NREL 研究員らは、ニ

ッケルとタングステン酸化物から作ら

れた電極層を使い実験を行っている。

イオンはリチウムイオンである。 
 
弱い電圧を加え、リチウムイオンが

作用電極層へ移動すると、窓の色が透

明から薄い色へ変化する。この変化は

ビル管理システムのセンサーやスイッ

チの切り替えにより引き起こされる。

エレクトロクロミック・ウィンドウは、

98%もの直射日光を遮断することがで

きる。印可電圧の極性を逆にすること

により、イオンが元の層へ移動し透明

に戻る。 
 
「光は金属酸化物を劣化させない。そこで、金属酸化物を使用している。」と Gillaspie

研究員は述べる。通常、メーカーの保証期間は 10 年であるが、NREL は 20 年、またはそ

れ以上機能する窓の開発を目指している。 
 
エレクトロクロミック・ウィンドウを動作させるためには、ビルにもう一つ電源デバイ

スを取り付けることになるが、その消費電力よりはるかに多いエネルギーを節約すること

になるだろう。1,500 平方フィートの色変化するガラス（約 100 枚の窓に相当）の電力消

費量は、75W の電球より少ない。 
 
また、この窓はビル内部の環境を調節するため、冷暖房・照明システムはより小規模な

もので済み、そこで建設費や毎月の光熱費の低下につながる。 
 
ビルの性能を調べるコンピュータ・シミュレーションによると、エレクトロクロミッ

ク・ウィンドウは： 
 

 冷房の電力消費量を 大 49%削減 
 ピーク時の電力需要を 大 16％削減 
 照明コストを 大 51％削減 

 

プ ロ セ ス 開 発 ・ 統 合 研 究 所 （ Process 
Development Integration Laboratory）のグロ

ーブボックスで、インクジェット噴霧器を操作す

る NREL の Robert Tenent 研究員。同氏は、エ

レクトロクロミック・ウィンドウの性能改善とコ

スト低減のため、薄膜の設計、製造工程を導入し

ている。 
Credit: Pat Corkery 
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Gillaspie 氏は「この窓の素晴らしいところは、エネルギーの節減だけでなく、冷暖房空

調システムを小規模化することができ、それによりコストを削減することができることで

ある」と述べる。 
 
太陽光発電から学ぶ 

 

エレクトロクロミック・ウィンドウ

のダイナミック・レイヤーは、先端的

な太陽電池のようであるが、これは偶

然の一致ではない。ガラス間のダイナ

ミックスタックは、全体で厚さ約 1 ミ

クロン程であり、薄膜太陽電池と同じ

である。 
 
エレクトロクロミック・ウィンドウ

のダイナミック・レイヤーは、「スパッ

タリング」と呼ばれる真空蒸着プロセ

スにより製造される。このプロセスは、

極薄コーティングで材料を蒸着する際、

高精度の制御が可能であり、均一な結

果を作り出すことから太陽光発電や半導体製造でも使用されている。しかし、スパッタリ

ングは比較的時間がかかり、エネルギーを多量に使用する。 
 

NREL の研究者らは、安価な印刷技術と金属インクを使い、ダイナミック・レイヤーを

作製し、高価な生産コストを削減すべく取り組んでいる。これは、同研究所にてすでに行

われている薄膜太陽電池の大量生産の研究と似通っている。 
 

NREL のスマートウィンドウ担当技術者らは窓メーカーの技術者と共に、先端科学技術

施設(advanced Science and Technology Facility) 注2の機器のいくつかを利用することに

なるだろう。また、プロセス開発・統合研究所（Development and Integration Laboratory）
注3の大気処理プラットフォーム(Atmospheric Processing Platform) 注4も利用するだろう。 
 
さらに、NREL の研究者らは、エレクトロクロミック・フィルムをガラス上ではなく、

より安価で柔軟性のあるプラスチック上に、より速く製造する方法を研究している。これ

により、現在の新聞印刷に使用されているのと同様の「Roll to roll（R2R）」プロセスと呼

                                                 
注2 http://www.nrel.gov/pv/facilities_stf.html 
注3 http://www.nrel.gov/pv/pdil/ 
注4 http://www.nrel.gov/pv/pdil/ap_capabilities.html 

NREL のエレクトロクロミック・ウィンドウの

研究チーム。（左から）Robert Tenent 研究員、

Dane Gillaspie 研究員、Erin Whitney 研究員、

Anne Dillon 上級研究員 
Credit: Pat Corkery 
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ばれる方法の適用が可能になる。 
 

NREL の Robert Tenent 研究員は、柔軟性のある材料で作られたエレクトロクロミック

機器は、現在の窓の改良になるかもしれないと述べる。 
 
また、このような建物の改良に向け、販路を開発することは、窓の採用を広げ、省エネ

を加速させるだろうと述べる。 
 
「概して、高価な製造コストが、こうしたダイナミック材料の利用を限定している」同

氏は述べる。「我々の研究の大部分は、製造方法の改善により、コスト面の障害を除去する

ことに焦点を当てており、大きな省エネの実現に向けた貢献である。」 
 
太陽電池との関連は、他にもある。通常、ダイナミックウィンドウはビルの電源装置に

ケーブルで接続される。しかし無線バージョンでは、色変化のための電力を窓枠に取り付

けた小さな太陽電池から供給することができる。 
 
太陽電池は太陽光が当たるとそれを電気に変換し、それにより電極層がイオン化され、

窓の色が透明から薄い色へ変化する。 
 
いずれは、ダイナミックウィンドウは消費量より多くのエネルギーを作り出すかもしれ

ない。そして、その電源は、屋根に設置された太陽光発電システムに限定されない。 
 

NREL の研究は、米国エネルギー省（DOE）の目標に沿ったものである。同省は、省エ

ネウィンドウを 2015 年までに住宅へ、2020 年までに商業ビルへ設置することを目標とし

ている。 
 
 DOE のエレクトロクロミック・イニシアティブ、及びウンドウ技術プログラムの詳細

は、下記から参照できる。 
 http://www.eere.energy.gov/buildings/windows_technology.html 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 

出典： 
“Smart Windows:Energy Efficiency with a View” 
http://www.nrel.gov/features/20100122_electrochromic.html 
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【環境】化学物質規制 REACH ナノマテリアル 
 

REACH 規制におけるナノマテリアル評価への取り組み（EU） 
 
 現在、EU において、化学物質の規制には REACH 注1 (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemical substances)と関連ガイダンス文書が適用さ

れているが、ナノマテリアルに関しては特定した記述はなく明確に言及されていない。そ

こで、欧州委員会の環境総局は、共同研究センター(JRC: Joint Research Centre)の保健・

消費者保護研究所(IHCP: Institute for Health and Consumer Protection)に対し、以下に

述べる 3 つのプロジェクトを調整し、REACH のガイダンス文書を改訂するための助言を

まとめるように依頼した。 
 新しいプロジェクトでは、物質の特定注2(RIP-oN1)、情報要件(RIP-oN2)、化学物質の安

全性評価(RIP-oN3)を扱う。プロジェクトの運営グループは、欧州委員会の環境総局、企

業産業総局、欧州化学物質庁(European Chemicals Agency: ECHA) 、および JRC から成

る。プロジェクトの 終的なアウトプットは、REACH ガイダンス更新の責任部署である

ECHA によって検討される。 
 上記の物質特定(RIP-oN1)プロジェクトの目的は、数多くのケーススタディを展開し、

ナノマテリアルに関する補充を行い、「REACH の下における物質の特定と命名のガイダン

ス」に関する勧告書を作成することである。このプロジェクトは JRC-IHCP が指揮をとり、

欧州連合の所轄官庁、産業界、NGO 団体からノミネートされた専門家のグループがつと

める。作業は 2009 年 10 月に開始し、2010 年末に完了予定である。 
 他の 2 つのプロジェクトでは、情報に関する要件、曝露シナリオ作成、曝露推定とリス

ク評価に取り組んでいる。プロジェクトは英国産業医学研究所(Institute for Occupational 
Medicine: IOM)と IOM のイニシアティブである SAFENANO、また、ナノテクノロジー

産業協会(Nanotechnology Industries Association: NIA)、欧州化学産業連盟(European 
Chemical Industry Council: CEFIC)の研究者らで構成されたコンソーシアムで共同作業

が行われる。これらのプロジェクトは 2010 年 1 月に開始され、12 か月から 15 か月の間

                                                 
注1 NEDO 海外レポートで過去に REACH を取り上げた記事(2009 年)： 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1050/1050-08.pdf 
REACH－欧州化学物質庁が 7 種類の認可対象物質を勧告 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1038/1038-01.pdf 
EU の化学物質規制「REACH」の進捗状況 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1038/1038-02.pdf 
フランスにおける REACH 施行の評価 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1038/1038-03.pdf 
英国における REACH 施行の評価 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1038/1038-04.pdf 
欧州化学工業連盟(CEFIC)による REACH 施行の評価(EU) 
環境省、外務省の関連サイト： 
環境省 http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html 
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/reach_0602.html 

注2 Substance Identification：対象としている物質の種類を決定する。 
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実施される予定である。 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 

 
出典： 
“Policy support on assessment of nanomaterials under REACH” 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=9830&dt_code=NWS&lang=en 
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【産業技術】 INCITE プログラム   
 

DOE がスーパーコンピューティングに 10 億時間を提供（米国） 
 
 米国エネルギー省（Department of Energy: DOE）は、INCITE 注1プログラムを通じて、

69 の 先端研究プロジェクトに対して、約 16 億時間のスーパーコンピューティング・プ

ロセッサ時間注2を提供したと発表した。同プログラムは、科学者やエンジニアに強力な計

算資源を提供し、以前なら数年あるいは数十年かかっていた 先端の研究を、わずか数週

間または数ヶ月で行えるようにするものである。これにより、気候変動、代替エネルギー、

ライフサイエンス、材料科学といった領域での科学上のブレークスルーを促進する。 
 
 「演算およびスーパーコンピューティングは、 大の科学的課題のいくつかを解決する

のに極めて重要である。今年の INCITE プログラムの選考結果は、複合的なモデリングや

シミュレーション能力に対する非常に大きな要望を反映している。これらは、我々の経済

的繁栄や世界規模での競争力の向上に非常に重要なのである。」とチュー長官は述べた。 
 
 今回選出された 69 のプロジェクトは、ピアレビュー注3と当該プロジェクトがどの程度

科学的発見を行う能力があるかをみる計算の迅速性評価に基づいて選考され、イリノイ州

アルゴンヌ国立研究所およびテネシー州オークリッジ国立研究所の敷地内にある DOE リ

ーダーシップ演算施設での使用時間が割り当てられた。 
 
 これらのプロジェクトは、複合的なシミュレーションを利用して、リチウム空気電池注4や

ナノ太陽電池といった画期的な技術の発見を加速する。また、算出されたプロジェクトの

中には、核燃料サイクルの輪を閉じるためのプロジェクト、先進的推進装置開発プロジェ

クト、DNA のシーケンシングを改善するプロジェクト、ナノ構造の超伝導体のような微

小規模の現象を探求するプロジェクトが含まれている。ほかには、以下の研究領域での新

たな、あるいは再選されたプロジェクトがある。 
 
①エネルギー 

  ・核融合エネルギーおよび原子力エネルギーのための先進システムなど 
                                                 
注1 INCITE：Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment（理論および実験に

関する革新的で斬新な計算インパクト） 
注2 プロセッサ時間とは、スーパーコンピュータにどのように時間が割当てられるかを示すもので、たとえば 5 

万時間を割り当てられた場合は、50 台のプロセッサで 1,000 時間（およそ 42 日）走らせることができる。

シングルプロセッサのデスクトップコンピュータ上で同じプロジェクトを実行すると、ほとんど 6 年間か

かる。 
注3 ピアレビュー（peer review）とは専門家による評価プロセスのこと。 
注4 既存のリチウムイオン電池とは異なり、 もイオンになりやすい金属リチウムを負極に配置することによ

り、理論上リチウムイオン電池より大きな容量を期待できる充放電可能な電池のこと。（参照：「新しい構

造の高性能「リチウム－空気電池」を開発」、独立行政法人産業技術総合研究所、プレスリリース、2009
年 2 月 24 日 （http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2009/pr20090224/pr20090224.html#a）） 
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・燃焼を改善することによる効率向上と排出削減、および安全で再生可能なエネルギ

ー問題解決策の開発 
 
②環境 
・炭素隔離研究 
・地震やハリケーンといった自然現象に対する理解の深化 
・ニアゼロエミッションの燃焼装置の開発 

 
③気候変動 
・気候モデルの改善、地球温暖化の理解、海洋乱流（turbulence in oceans）の効果の

研究、世界規模での雲のシミュレーションのためのプロジェクトの提示 
 

④生物学 
・新薬の発見、病気の診断やより良い治療のためのタンパク質細胞膜に対する理解の

深化など 
 
 2010 INCITE プログラムの詳細は、ウェブサイト注5から参照できる。 
 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 

 
出典：DOE Awards Over a Billion Supercomputing Hours to Address Scientific 

Challenges 
（http://www.energy.gov/news2009/8557.htm） 

 
 

                                                 
注5 http://www.er.doe.gov/ascr/incite/index.html 
 


	目次
	宇宙産業利用促進フォーラムでの海外機関・企業の動向調査報告
	世界の小型･超小型衛星の研究開発、活用の動向、将来予想
	世界のリモートセンシング（人工衛星市場）の最新動向
	宇宙飛行でサルモネラ菌の秘密が明らかに(米国)
	アジア太平洋排気低減イニシアティブ(ASPIRE)の最近の活動
	NASA(航空宇宙局）の2011 年度予算要求(米国)
	2024 年までに東部総電力に占める風力シェアを20％に(米国)
	米国の風力発電新規設置容量は2009 年は10,000MW に
	省エネを目指すスマートウィンドウの研究開発(米国)
	REACH 規制におけるナノマテリアル評価への取り組み（EU）
	DOE がスーパーコンピューティングに10 億時間を提供(米国)

