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第 8 章 
宇宙空間の安全保障利用―その歴史と我が国の課題― 

 
橋本 靖明 

 

はじめに 

 宇宙空間は、公海やその上空（公空）、さらにはサイバー空間のように、いずれの国家の

領有権も及ばない、すべての国に開かれた公共の領域（グローバル・コモンズ）であるが、

この空間は今や、国家、とりわけ先進国にとっては、外交、安全保障上欠かせない重要な

活動領域となっている。また、経済面においても、その利用は必須である。 

 各地で不安定な状況が生起している今日の国際社会において、宇宙空間のような公共に

開かれた領域を積極的に利用し、地球上で起こる各種事態の変化を捉えられるようにする

ことには大きな意味がある。我が国の周辺でも、安定化には程遠い状況の朝鮮半島情勢や、

海洋進出に力を入れる中国の動向など、宇宙空間を利用することによって得られる情報は、

地域の安定と繁栄のために不可欠であり、そのための体制構築が、我が国においても求め

られているところである。 

 本章は、そのような状況認識に立ち、海洋・サイバーと並ぶ、新しい安全保障上の重要

領域である宇宙空間を取り上げる。宇宙空間がどのように安全保障上利用されてきたかに

ついてその歴史的経緯を概観し、特徴を分析した上で、今後の我が国の宇宙開発、利用に

関する留意点、課題の一端を示すよう試みる。 

 

１．まもなく還暦を迎える宇宙利用 

 1957 年のソ連（当時）によるスプートニク 1 号打ち上げ以来、その利用が間もなく還

暦を迎えようとしている宇宙空間であるが、現在の私たちの生活に不可欠の一部となって

いる。たとえば、天気予報には静止軌道に打ち上げられた気象衛星が利用されている。自

動車に搭載されているカーナビゲーションシステムは、グローバル・ポジショニング・シ

ステム（Global Positioning System：GPS）衛星からの電波を受信して機能している。

GPS は正確な時刻を発信しているため、その時刻を用いた金融決裁が世界のスタンダード

となっている。海外との通信やテレビ中継画像の一部はインテルサット(Intelsat)などの通

信衛星を介している。船舶や航空機から我々が電話できるのも、移動体通信衛星インマル

サット(Inmarsat)があるからである。このように見てみると、私たちの日常に如何に宇宙

空間の利用が関わっているか実感できる。 

 しかし、宇宙利用はこうした一般生活上の利用だけではない。たとえば、近年の北朝鮮

のさまざまな活動のうち、ミサイルや宇宙開発の動向も、我々は、宇宙からの遠隔探査（リ

モートセンシング）によって知ることができる。2012（平成 24）年 12 月 12 日に北朝鮮

が東倉里から打ち上げた光明星 3 号と呼ばれる人工衛星の準備状況が、米国の民間企業が

保有する衛星からの撮影画像を解析して報道されたことは記憶に新しい1。寧辺における核

関連施設の動向が、衛星から撮影された画像に他の情報も加味して分析されていたことも

周知のことである2。 

もちろん、宇宙からの観測能力を有する各国は、独自に画像情報を収集してこれらの事
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案に対する外交・安保方針を決めた筈である。つまり、宇宙空間は、政策決定に資し、軍

事利用にも有用な重要な領域でもあるのである。 

 宇宙の安保利用は、実は、一部の例外を除くと、世界的には宇宙利用の主要目的である。

むしろ、軍事、安全保障目的のために宇宙利用が始まったと言った方が正確であろう。前

述の GPS にしても、測位目的で開発され、米軍によって打ち上げられ運用されている宇

宙システムであり、私たちはその恩恵を蒙って、その位置情報や時刻情報をカーナビゲー

ションや金融決裁に利用しているに過ぎないのである。 

 

２．冷戦期の宇宙安保利用 

（１）冷戦期の宇宙利用 

東西冷戦期の宇宙利用の基本は、相手側勢力の軍事動向を的確に把握するということで

ある。米国とソ連を頂点とする東西各陣営は核弾頭を搭載する長射程の大陸間弾道ミサイ

ルを有しており、実際に使用する場合に備えて攻撃対象を選定し、その位置や状況を恒常

的にチェックする必要があった。また、対立陣営の軍事行動も随時観測しておく必要があ

ったのである。 

たとえば、英国とアルゼンチンとの間で 1982 年に起こったフォークランド紛争では、

偵察衛星によって得た英国艦隊の行動をソ連（当時）がアルゼンチン側に通知し、その情

報がアルゼンチン軍による英海軍艦艇の撃沈につながった3。また、建国以来ソ連が初めて

保有した空母、アドミラル・クズネツォフを建造途中に撮影し、その装備や性能を進水の

前に推定できたのは、米国の偵察衛星の成果であった4。 

 さらに、東西間の軍備管理・軍縮条約では、その履行状況を検証する査察官が相互に派

遣されたが、それに加えて、双方の偵察衛星を国家検証手段（National Technical Means）

として認め、宇宙からも査察を行うことで条約違反を防止することとした5。これらは、

宇宙空間を利用した安全保障の例である。 

 対峙する東西両陣営は数十年にわたって、宇宙利用を軍事活動上不可欠の要素として組

み込んできた。これらの活動は、1967 年の宇宙条約6が定める、大量破壊兵器の地球周回

軌道や宇宙空間への設置禁止規定（宇宙条約第 4 条）に抵触しない、合法的な宇宙利用で

ある7。これらはまた、侵略行為を禁じる国連憲章を含む国際法が適用される（宇宙条約第

3 条）とされた宇宙空間で認められる、非侵略的（non-aggressive）な利用形態でもあっ

た8。以下に、宇宙大国であった米国や旧ソ連が行った宇宙活動を衛星の機能毎に概観して

みる。 

① 偵察衛星（画像偵察、電波偵察） 

 冷戦期以来現在まで、偵察衛星が軍事衛星の主力である。冷戦期は米ソ二大国が数多く

の偵察衛星を地球周回軌道に投入、互いの軍事活動を監視する体制を整えていた。カメラ

で撮影する光学衛星と、合成開口レーダーによって撮影するレーダー衛星の二種類が画像

を撮影し、さらに電子偵察衛星は電子情報を収集した。 

光学衛星はいわば望遠のデジタルカメラであり、高精度の撮影ができるが、曇天時や夜

間、意図的に建物内に隠ぺいしている場合などは何も映らないという欠点も持つ9。 

 光学衛星の欠点を克服するのがレーダー衛星である。電波は雲も透過し、夜間でも地上

に到達するため、天候と時刻を問わずに使用できる。光学式に比べると一般に精度が低く、
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光学衛星同様、隠蔽された物は見えない弱点はあるが、宇宙先進国は、光学、レーダー衛

星の両方を運用することが多い10。 

 さらに、電波が地上のどんな地点から出されているかを探知する電子偵察衛星もある。

対立陣営のレーダー施設や通信施設の位置を特定することに役立つと考えられる。 

② 早期警戒衛星 

 弾道ミサイルの発射の際に発生する赤外線を捉えて地上に通報する衛星システムである。

このシステムが弾道ミサイル発射を探知すれば、その防御や反撃の準備が行われることに

なる。当初は大陸間弾道ミサイルのような長射程ミサイルの発射をもっぱら監視していた

が、現在では射程の短いミサイルの発射探知までカバーできるようになっている。 

③ 通信衛星 

 部隊を海外に展開しようとする場合、地上の有線、無線の通信システムだけでは長距離

通信は不可能である。また、海上の船舶や飛行中の航空機のような移動体との通信も、地

上系システムでは十分にカバーできない。大規模かつ迅速に部隊を海外展開しようとする

国家は、こうした欠点を補うために軍事用通信衛星システムを持つ場合がある。 

 

（２）冷戦期の宇宙安保利用の特徴 

 こうした衛星の軍事利用形態を見ると、通信衛星のような物はあるが、多くは基本的に

インテリジェンスの収集が目的であったことが分かる。軍事用衛星の殆どは偵察目的であ

り、これらの衛星の主な利用者は情報関連部門ということになる。彼らが宇宙空間から画

像情報（image intelligence/imint：イミント）や通信情報（signal intelligence/sigint：

シギント）を収集し、地上において得られる各種の関連情報（人を経由して集められる情

報（human intelligence/humint：ヒュミント)や地上施設によって集められた電波情報な

ど）をさまざまに加味して有意なインテリジェンスとし、それを政策決定者や軍事活動の

指揮官が活用するという形である。 

 

３．冷戦後の宇宙安保利用 

（１）宇宙利用の変化 

 冷戦後の国際情勢が大きく変わっていったことを受けて宇宙の利用に変化が起こったの

は 1990 年代以降のことである。冷戦期には、相手側陣営に劣ることのないように採算を

度外視して行われた宇宙開発活動は、その意義が問い直されることになった。これは、

大の宇宙活動国である米国においてとりわけ顕著であり、ソ連崩壊によって人工衛星の存

在意義が低下した結果、予算も削減されることになったのである。 

 こうした状況を受けた対応策のひとつが、軍事衛星技術、とりわけ光学偵察衛星技術の

民間開放である。米国は 1 メートル程度までの偵察衛星技術を民間部門に開放し、一般商

用市場での販売を許可することとした。その後、民間衛星の観測精度はさらに向上し、現

在では 50 センチ以下の地上分解能データまで商業市場において一般に提供されるように

なっている11。我が国の防衛省も、ワールドビューのような米国の商用衛星のリモートセ

ンシングデータを多量に購入し、周辺地域の情勢分析に利用している。 

 

（２）ＲＭＡによる宇宙分野の組み込みに活路を見出した米国 
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宇宙空間の軍事利用大国である米国は、民間部門への技術移転といった対策と平行して、

宇宙資産を組み込んだ新しい軍事活動の形を作り上げた。これは、情報を伝達するインタ

ーネット等の通信性能の向上、いわゆる IT 技術の急激な進歩とも相まった情報 RMA

（Revolution in Military Affairs）と言われる変化である。ここでは、宇宙における人工

衛 星 網 を C4ISR （ Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance）に必須の手段として組み込み、いわゆる Network 

Centric Warfare と言われる軍事活動の形が作られた。偵察衛星や航空機からの情報をリ

アルタイムに指揮官が把握し、即座に各軍種の攻撃へとつながるシステムが構築されてい

った。このように、人工衛星を含む情報伝達手段の充実に重点を置いた軍事システムは、

通常の軍事行動から、従来は軍事部門があまりカバーしてこなかったテロリズムへの対処

活動にまで有効である。 

 こうしたシステムの基盤的技術が、米軍の GPS システムである。これは、高度約 2 万

キロの地球周回軌道上に約 30 機の GPS 衛星を設置し、そこから地上に届く航法信号を受

信することで、自らの位置や進行方向、速度等を正確に割り出す全地球的測位・航法シス

テムである。米軍以外にも今日は、ソ連時代に始まったロシアのグロナス、欧州中心に軍

民共用のシステムとして開発され構築中のガリレオ、中国が開発、初期展開を終え、試験

運用を開始した北斗（コンパス）、現在、展開が進められようとしている日本の準天頂衛星

も測位・航法衛星のシステムとして挙げられるが、まだ構築途上のものが多く、完全に機

能しているのは米軍の GPS のみである。以下に、宇宙を利用した地上の軍事活動の 新

具体例を見てみたい。 

① GPS 受信機を搭載したトマホーク巡航ミサイル 

 開発当初は偵察衛星等で撮影した地形データを事前入力し、実際の飛行中にその地形を

確認しながら標的に向かうようになっていたトマホークは、後に GPS 受信機を搭載し、

自らの位置をより正確に把握すると共に、飛行中に人工衛星経由でプログラム変更が行え

るまでになっている。 

② GPS を利用した精密誘導爆弾（Joint Direct Attack Munition：JDAM） 

 第二次湾岸戦争やアフガニスタンにおける米軍の作戦等で通常の爆弾に代わって用いら

れている。事前に偵察衛星等によって取得された目標位置を入力され、数十キロ離れた航

空機より投下された後は GPS によって自らの位置を把握、コースを調整しながら自律滑

空し、目標を正確に破壊する爆弾である。 

③ データリレー衛星を利用し遠隔操作を行う無人機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV） 

 アフガニスタンなど、米国から遠く離れた地域で作戦飛行する UAV は、搭載した GPS

システムで自機の位置を把握すると共に、撮影した地上の画像をデータリレー衛星経由で

米本土に転送、遠隔操縦者に伝えている。遠隔操縦者の機体操作は再びデータリレー衛星

を通じて飛行中の UAV に伝達され、作戦が実行されている。 

④ 早期警戒衛星を利用したミサイル防衛システム 

ミサイル防衛は、宇宙空間に配備された早期警戒衛星が、目標となるミサイルの発射を

探知、その軌道を捉えて弾道を計算することでより有効な迎撃が可能となる。米国は、全

地球的な探知網を宇宙空間に構築しており、そのデータを元にミサイル防衛が行われる。 

宇宙先進国である米国では、宇宙利用を抜きにしては不可能な軍事行動が増えている。
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これらの機器間のデータ通信はサイバー空間を通して行われており、この状況を鑑みれば、

陸域、海域、空域と並んで、宇宙空間とサイバー空間の安定的利用が確実に保証されるこ

との必要性と重要性が分かる。米国はそのため、宇宙とサイバーの両空間を第 4、第 5 の

作戦空間と認識し、その確実な利用確保に留意しているものと考えられる12。 

 

（３）他の宇宙先進国の利用進展と米国の対応 

冷戦構造が終了してしばらく経つと、ソ連に代わって米国に対抗する新しい勢力が出現

した。中国である。己の価値観を中心に据えた国際秩序の下で卓越した繁栄を求めている

米国13にとって、中国は新たに出現したライバルと目される。自らの宇宙白書14の中で中国

は、国家安全保障のため、国家権益を保護、増強するために宇宙開発を行うとし、軍事目

的での宇宙開発を積極的に押し進めた。20 機以上の偵察衛星、数機の通信衛星、15 機以

上の測位衛星などを現在、着々と軌道上に配備しつつある。将来は 35 機の配備を計画す

る北斗（コンパス）測位衛星システムは、2012 年末に試験運用を開始した15。 

加えて、2007 年 1 月 11 日には、寿命を終えた自国の気象衛星、「風雲 1 号 c」を、中国

本土から発射したミサイルで迎撃することにも成功した。冷戦期の米ソ両国だけが持って

いた衛星破壊（Anti SATellite：ASAT）能力を中国が持った瞬間である16。これによって、

米国の人工衛星網が他国によって破壊されうる脆弱性が明らかとなった。宇宙空間を積極

的に利用し、ネットワークを中心に軍事活動の有効性と優位性を維持しようとする米国に

とっては由々しき事態である。中国は現在、米国の軍事力が中国に接近することを防ごう

と、接近阻止・領域拒否（Anti Access Area Denial：A2AD）能力向上を図っていると言

われるが、米国の宇宙軍事利用能力を削ぐことはまさにこの戦略実現に資することになる。 

米国も、自らの卓越した能力が他の国に妨害され拒否される可能性を手を拱いて認める

訳にはいかない。2010 年の「4 年毎の国防計画の見直し（QDR）」では、宇宙空間やサイ

バー空間を含むグローバル・コモンズの安全を確保することの必要性を訴えている17。た

とえば、中国の接近阻止、領域拒否に対抗するエアー・シー・バトル戦略では、陸海空、

宇宙、サイバー空間に展開した米軍の能力の有機的活用が想定されている。宇宙空間でも、

米国の宇宙資産の機能が妨害される危険性に鑑みて対策を進めつつある。それらの対策の

ひとつが即応型小型衛星（Operationally Responsive Space：ORS）で、大型の軍事衛星

が破壊され機能を停止した際に、完全な代替能力までは有しないものの、応急的には十分

な能力を持つ小型衛星を速やかに打ち上げ、利用しようとするものである。さらに、宇宙

空間ではないが、地上 2 万メートル近くの高高度を長時間飛行する UAV による代替性、

補完性の追求も行っている。UAV 搭載のセンサー類の技術は、人工衛星が搭載するセンサ

ーの技術と共通である。 

加えて、ASAT や自然劣化等によって人工衛星などが破壊され、もしくは自ら爆発して

多くの宇宙ゴミ（スペース・デブリ）が発生している事実に鑑み、地球周回軌道上にある

物体をできるだけ多く把握し、衝突等の事故を防ごうとする試みである宇宙状況監視

（Space Situational Awareness：SSA）も米国によって主張され18、欧州、豪、日本等が

協力していく予定である。同様の趣旨は、欧州連合（EU）が主唱する宇宙空間における

行動規範案（Code of Conduct for Outer Space Activities）19にも示されており、衝突や破

壊のような有害な干渉の 小化、意識的破壊の回避、リスクの通報義務、協議などの制度
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が求められている20。 

 

（４）宇宙安保利用の新しい形 

この 20 年ほどは、冷戦期とは異なる新しい利用形態が表れている。高速通信網の構築

と情報処理能力の劇的な向上によって、重要であり必須ではあるが、即時性に欠けるイン

テリジェンス収集手段としての宇宙利用から、実際の軍事活動の一部としての宇宙利用へ

と形態が拡大しつつある。たとえば画像偵察衛星は、冷戦時代には画像を取得し、それを

地上に伝送、処理を施して画像に変え、政策決定者や軍事指揮官に提供する手段であった

が、現在では、画像偵察衛星の取得した画像を直接見ながら軍事活動が行われる形態が生

まれている。つまり、インテリジェンスと軍事活動がより密接、直接にリンクするという

形である。利用者についても、冷戦期の宇宙利用の主たる運用者が情報関連機関であった

のに対し、軍事部門関係者が直接に宇宙利用に関与するスタイルへと変更が加えられてき

ている。もちろん、インテリジェンス手段としての宇宙利用は引き続きその価値を持ち続

けるが、この両面から宇宙を利用する傾向は今後も、とりわけ 先端を行く米国において

は継続することになろう。さらに、情報と軍事の両部門が共に民生用の宇宙機器を活用し

ていることも近年の特徴である。宇宙先進国の軍事部門の通信は、相当程度が民生用通信

衛星を通じて行われている。また、高性能化した民生用リモートセンシング衛星のデータ

も、自国の軍事偵察衛星を補完するために積極的に利用されている。こうした利用方式が

デュアルユースと呼ばれる形態である。加えて、民間資金を活用した公的部門の整備

（Private Finance Initiative: PFI）や、民生用衛星に軍事用の機器搭載を依頼する相乗り

型の衛星開発等も、厳しい予算状況下にある各国が採用しつつある注目すべき傾向である。 

 

４．日本の宇宙利用の変遷 

（１）従来の日本の宇宙利用 

 翻って日本は、冷戦期には元々、非軍事利用方針を自らの宇宙活動において一貫して採

用し、安全保障目的での宇宙利用を禁じてきた。宇宙開発に関する基本法規を設けてこな

かった日本は、実質的な国家宇宙機関である宇宙開発事業団を設立するために作られた宇

宙開発事業団法（1969（昭和 44）年）の中で、宇宙を平和目的で利用するものと規定し21、

さらに、その後の国会決議や政府答弁を通じて、その平和目的が非軍事的（non-military）

活動を指すものと解釈してきた22。以降、実用宇宙開発を進める科学技術庁系の宇宙開発

事業団と宇宙科学を担当する文部省系の宇宙科学研究所の双方とも、もっぱら非軍事的な

宇宙開発を進めることとなった。こうした解釈と政府の姿勢は、日本の宇宙開発に関する

総合的な施策を検討する宇宙開発委員会（1968（昭和 43）年設立）が数回にわたって策

定してきた宇宙開発基本計画等においても踏襲されたのである。 

 

（２）政府解釈の変化 

非軍事的利用だけが許されるとする政府解釈は、宇宙利用がより一般的となるにつれて

若干の拡大が加えられ、一般的となった宇宙利用分野に関しては安全保障目的での宇宙利

用も可能となるようになったが、引き続き、安保部門による直接的な宇宙利用は禁じられ

たままであった23。そのため、日本が安全保障を目的として行ってきた宇宙活動は、公開、
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市販されている宇宙からの民生用リモートセンシングデータを購入し、それに一定の解釈

を加えて利用する、インテリジェンス面に集中するものであった。2006 年、北朝鮮が発射

した長距離ミサイル、テポドンが日本本土の上空を通過した際にその兆候を察知できなか

った、いわゆるテポドンショックを契機として、我が国も独自に情報収集衛星を開発、運

用するようになり、ユーザとしての受動的利用だけでなく、自らが能動的利用者として活

動するようになってはいたが、情報収集衛星の性能は、一般化理論に従って民間部門の衛

星と同程度のレベルに留まっていた。日本の宇宙安保利用は、政府解釈に変化があったも

のの、冷戦後もインテリジェンスに重点を置いた宇宙利用であったと言える。 

 

（３）宇宙基本法の制定と新しい宇宙利用 

日本は、2008（平成 20）年には宇宙基本法を策定し、非軍事利用の従来の原則を、非

侵略的（non-aggressive）利用を許容するグローバル・スタンダードへと変更するに至っ

た24。具体的には、第 1 条で我が国の宇宙活動が世界平和に貢献するものであることを定

め25、国際法と憲法の理念に従い（第 2 条）26、国際社会の平和と安全、日本の安全保障

に資すること（第 3 条）を明確にしている27。 

とはいえ、2009（平成 21）年と 2013（平成 25）年に定められた宇宙基本計画では、安

保利用の具体化はまだ、それ程行われていないようである。既存の情報収集衛星システム

の機能強化を明言しているものの、早期警戒技術についてはその実証検討を示唆する程度

である。ただ、自衛隊の情報共有、指揮・統制について触れ、さらに測位衛星の活用検討

を進めるとするなど、先進国の宇宙利用状況を意識した、安全保障面での宇宙利用の推進

を指向している点は今後の変化の兆しを示すものである。 

 

５．日本の宇宙安保利用の課題 

 我が国の場合、非軍事利用方針を政策上一貫して採っていたこともあり、安保面では、

民生用市場レベルのデータによるインテリジェンス収集が活動の中心であった。しかし、

新たに制定された宇宙基本法、その下で策定された宇宙基本計画等は、安全保障目的での

宇宙利用に対して積極的に道を拓こうとしており、そこには大きな政策転換が見られる。

では、我が国は今後、どのような方向に宇宙空間の安保利用を進めるべきなのであろうか。 

（１）宇宙環境の維持 

 まず考えるべきは、宇宙空間の利用は、今後の我が国の安全保障上、確実に必須となる

という事実である。宇宙システムは、日本の安全保障上重要なインフラストラクチャであ

る。この宇宙インフラを構築、維持できる国はそう多くない。高性能の衛星を開発、製造

し、自国のロケットを作って軌道に正確に投入、適切に常時運用できるのは、世界の 200

ほどの国家や地域の内、10 にも満たないメンバーだけである。我が国はその数少ない宇宙

大国のひとつであり、こうした宇宙インフラを我が国の安全を確保するために利用しない

手はない。これが、考察の前提である。 

 そう考えると、まず重要なのが宇宙空間を利用可能な状態に維持することである。前述

のように宇宙空間では近年、スペース・デブリが急激に増加する傾向にある。この状況を

放置すれば、劣悪な環境のもとで宇宙インフラ構築や維持が不可能となり、我が国が有す

る技術を活用できない事態すら懸念される。こうした事態を招くことがないように、我が
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国は、米国が主唱する宇宙状況監視の実施や、EU が提案する宇宙空間における行動規範

案の成立や他の国々への啓蒙など、宇宙の環境維持とも言うべきこれらの行動に協力すべ

きである。国連の宇宙空間平和利用委員会（ウィーン）における積極的活動も望まれる。

具体的には、宇宙状況監視については、日本の観測網を活用して地上からの人工衛星や宇

宙ゴミの観測を行い28、その情報を米国や欧州などと共有することによって国際的な宇宙

状況データベースを作成することが必要である。世界的には米国や欧州上空に比してアジ

ア上空の観測網構築が遅れており、我が国の果たす役割は重要である。また、EU の行動

規範提案については、意見を同じくする関係国での協議を進め、まずは実行可能な国家、

地域間で宇宙の環境維持に関する国際システムを開始すべきであろう。その上で、アジア

太平洋諸国など、宇宙活動に参入しようとしている周辺諸国に対してその行動規範の有用

性を説明し、システムへの参加を促す努力が求められる。加えて、国連での積極的活動を

通じ、その他の地域各国への理解深化も期待できる。そのようにして賛同者を増やしてい

くことで、こうした提案に懐疑的な一部の国家からの理解を得やすくなる可能性もあり、

引いては宇宙環境の悪化防止、環境改善にもつながると思われる。 

 

（２）安保利用の促進 

 宇宙空間に配備した各種衛星から得られる情報や機能は、日本の安全保障上非常に有用

なものである。我が国は、宇宙安保利用に消極的態度を取ってきたが、周辺地域の情勢を

考慮する時、積極的で多面的な宇宙利用が望まれる。そうすることによって、自ら得た多

くの情報を元に、より有効な外交・安保政策の立案と実行が可能になるためである。 

 具体的には、情報収集衛星による現在のインテリジェンス収集機能を高めることである。

現行の情報収集衛星は光学 2 機、レーダー2 機の 4 機体制であるが、観測頻度を、たとえ

ば新しい民生用観測衛星 ASNARO を追加することによって上げることが考えられる29。

また、即応型小型衛星を開発して観測頻度をさらに上げると共に、ASAT による人為的妨

害やスペース・デブリに起因する予想外の機能停止状態に備えることも有効である。 

 加えて、1 号機が打ち上げられた日本上空でほぼ静止する軌道特性を持つ準天頂衛星30に

ついては、2 号機以降にミサイル防衛に有効な早期警戒用赤外線センサーを試験的に搭載

し、早期警戒機能を我が国も早期に持てるよう開発、実験を進めることも考えられる。準

天頂衛星は全部で 4 機打ち上げられるため、この衛星を利用することで早期警戒技術の開

発が大いに進捗する可能性がある。 

 このようにさまざまな面での安保利用を進めるにしても、政府部内における十分な検討

が必要である。宇宙空間の開発利用は、外交、安全保障、産業政策分野にまたがる総合的

なものであり、内閣府、外務省、防衛省、経済産業省などの間で十分に議論しなくてはな

らない。宇宙政策は単独では存在しえず、外交政策や安全保障政策とも密接に関連するこ

とから、宇宙政策委員会や安全保障会議などとの間での横断的な政策検討も行われるべき

である。そのようにして初めて、日本の宇宙活動は我が国の政策実現のための有効な一手

段として確立することになるのである。 

 

むすび 

 宇宙の安保利用は、先進国の間では国家の安全保障上必須の要素として長年組み込まれ



9 
 

てきた。しかし、その内容には変化が見られる。冷戦期は主としてインテリジェンス収集

手段としての宇宙利用に力点が置かれてきたが、冷戦後、IT 技術革新の影響もあり、イン

テリジェンス収集機能を発展させながらも、同時に、軍事活動そのものに宇宙利用を直接

結び付ける利用形態にも大きな力点が置かれるようになった。この傾向は、 先端を行く

米国において顕著であるが、他の宇宙活動国も同様の活動へと進む可能性がある。 

日本の宇宙安保利用に関しては、人口や経済力等、様々な側面から日本や周辺諸国、ア

ジア太平洋地域の将来の安保情勢を予測し、その中での我が国の位置、果たすべき役割、

守るべき価値を検討した上で、その目的に叶う 適な宇宙開発を立案することが大切であ

る。宇宙システムの構築には長い時間を必要とする。利用形態を想定した要求性能決定、

衛星開発、製造、打上げ、運用開始までには、早くとも数年、場合によっては 10 年近い

時間を要する。そうして運用を始めた後、軌道上の衛星は 5 年あるいはそれ以上の寿命を

持って機能する。後継機を打上げれば都合 10 年以上にわたって同じ機能が提供されるの

である。つまり、宇宙システムは、10 年、20 年後の利用環境を見据えて、そこで有効に

利用できるものでなくてはならない。そのような利用形態を考慮すれば、今後の課題は、

インテリジェンス収集中心の宇宙利用の現行体制を発展させつつ、宇宙と安保活動を一体

化した米国式の利用形態に進むことが相応しいか、可能なのかといった日本の宇宙利用の

将来の在り方、方向性について、我が国自身の外交・安保戦略に関する議論を深めつつ、

適切に決定していくことかと思われる31。 

 ただ、その考慮の際には、我が国の唯一の同盟国である米国と我々の安全保障上の関心

地域が同じではないことには留意すべきであろう。我が国の場合、現在も近い将来も、自

らの周辺地域が安保上 も関心のある地域である。地球のあらゆる箇所に迅速に展開、活

動する米軍に必須のツールとして組み込まれている宇宙システムと同じものを、我が国が

独自に構築する意味はさほど大きくはない。また、地球周回軌道上に展開する人工衛星シ

ステムは、全地球的なサービス提供には 適であるが、特定の地域のみでの利用には一般

的に不向きである。システム構築に要する費用負担も大きく、軌道上での故障や破壊に弱

いという欠点も有している。そのように考えると、我が国の場合には、宇宙空間の人工衛

星活用のみならず、高度 2 万メートルの同じ位置に長期間にわたって停止できる性能を持

つ成層圏プラットフォーム32や、それに近い高度を数十時間連続して飛行できる UAV のよ

うな、宇宙技術と共通の技術基盤を持つ各種システムの開発、利用可能性も検討されてよ

いだろう。いずれにせよ、我が国の行いうる安保活動の地理的範囲、開発可能な技術や能

力を十分に見極め、宇宙を利用することに関するさまざまな面での利害得失について冷静

かつ適切な評価を行い、将来の日本における宇宙安保利用の姿を描く事が重要である。 

 
                                                  
1 たとえば米国のシンクタンク、グローバルセキュリティ（Global Security）は、東倉里

打上げ場の衛星画像を公開している。これは、米国の民間リモートセンシング衛星ジオア

イ（Geo Eye）から取得した画像である。

http://sitrep.globalsecurity.org/images/tongchang-dong1.jpg 
2 前注１と同様、グローバルセキュリティは寧辺の核関連施設の画像を公開している。

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/dprk/yongbyon-imagery.htm 
同様の画像は、多くのマスコミ等によって使われ、北朝鮮の核開発に関する情報が報道さ
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れた。 
3 フォークランド紛争が発生すると当時のソ連は偵察衛星コスモスを打ち上げ、その撮影

によって判明した情報をアルゼンチン政府に渡していた。 
4 米国の偵察衛星である KH-11 が、黒海沿岸のニコライエフ造船所で建造されていた空母

の画像を 1984 年に捉えた。KH-11 の解像度は約 30 センチであったと考えられている。 
5 SALTI（第 1 次戦略兵器制限交渉）や II（第 2 次戦略兵器制限交渉）といった米ソ間で

の各種の戦略兵器制限交渉の文書においてこの宇宙利用が検証手段として採用され、双方

が実際に査察手段として使用している。 
6 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する

条約（1966 年採択、1967 年発効） 
7 「条約の当事国は、核兵器及びその他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌

道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によっ

てもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。」 
8 「条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従って、・・・宇宙空間の探査及び利用

における活動を行わなければならない。」 
9 米国の 新の光学式偵察衛星は、10 センチ以下の観測精度ではないかと推測されている。 
10 レーダー衛星の高精度のものでは地上分解能は 1 メートル以下であろうと思われる。 
11 例えば米国の光学衛星イコノス（Ikonos）は 80 センチの地上解像度、ワールドビュー

（World View）は 50 センチの解像度、さらにジオアイは 40 センチ程度の解像度を持つ

データを市販している。また、ドイツの開発したテラサーエックス（Terra SAR-X）は合

成開口レーダーを備えており、解像度は 1 メートルである。 
12 リン国防副長官（当時）が、サイバー空間を陸海空宇宙と並ぶ第 5 の作戦空間として指

摘した。William J. Lynn III, “Defending a New Domain”, Foreign Affairs, Vol.89, No.5, 
September/October 2010.  
http://www.foreignaffairs.com/articles/66552/william-j-lynn-iii/defending-a-new-domai
n 
13 米国は、国家安全保障戦略（NSS2010）（2010 年 5 月）でこうした戦略を示している。 
14 中国の宇宙白書「中国的航天」は 2000 年、2006 年、2011 年に出されている。 
15 2012 年 12 月 27 日から試験運用を開始した模様である。

http://j.people.com.cn/95952/202949/203944/index.html 
16 冷戦体制下で米ソ両国は、ASAT 技術を開発、相互に相手側の衛星を無力化できる能力

を有するに至っていた。しかし、実際の ASAT 使用は不要に緊張を高めることになるとい

う判断から、双方ともにその使用を控えるというモラトリアム状態となっていた。 
17 ちなみに、宇宙戦略そのものの中でも、米国は自国の優位性確保を重視している。他国

の対抗、追随を許さないという米国戦略が示されている。直近のオバマ政権が 2011 年に

発表した「国家安全保障宇宙戦略（NSSS）」においても、ブッシュ前政権が 2006 年に出

した新宇宙ビジョンが示した、米国は、宇宙における絶対的優位を確保するため、あらゆ

る手段を講じるとしたことを踏襲しつつ、様々な挑戦を受ける状況下でも実質的なリーダ

ーシップを維持するために、国際協力枠組みを用いることも明らかにしている。 
18 米国は 2010 年の国家宇宙戦略で、宇宙の安定した環境維持の必要性を主張している。

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_policy_6-28-10.pdf 
19 2008 年 12 月に作成され、2 年後の 2010 年 9 月に改訂された、宇宙空間における国際

的な行動規範に関する提案である。当初案は、

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17175.en08.pdf 
であり、改訂された案は以下のものであった。

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st14455.en10.pdf 
20 こうした米欧の動きに対して、中露両国、とりわけ中国は距離を置いている。逆に、中
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国は、宇宙空間への兵器配備を禁止するための条約案をジュネーブの軍縮委員会にロシア

と共同提出し、米国等の動きを牽制しようとしているようにも見える。 
21 1969（昭和 44）年 6 月 23 日法律第 50 号。同法第 1 条。 
22 「我が国における宇宙の開発及び利用に関する決議」（1969（昭和 44）年 5 月 9 日、衆

議院）と「宇宙開発事業団法案に対する附帯決議」（同年 6 月 13 日、参議院科学技術振興

対策特別委員会）によってこの解釈が始まっている。 
23 1985（昭和 60）年になされた、いわゆる「一般化理論」と呼ばれる解釈である。 
24 2008（平成 20）年 5 月 28 日法律第 43 号。 
25 「この法律は、・・・国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の

平和及び人類の福祉の向上に貢献することを目的とする。」 
26 「宇宙開発利用は、・・・条約その他の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、行われるものとする。」 
27 「宇宙開発利用は、・・・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

するよう行われなければならない。」 
28 2013（平成 25）年度には、そのための実験を行うことが予定されている。 
29 情報収集衛星に、新しい民生用衛星 ASNARO（光学式の地上分解能は 50 センチ、レー

ダー式は 1 メートル）を複数機組み合わせることが費用や効果の面から有効と考えられる。 
30 2010（平成 22）年 9 月に、1 号機「みちびき」が打ち上げられた。 
31 自衛をもっぱらとし、他国や領域への攻撃能力を有しないことを安保政策の根幹として

いる我が国の場合、インテリジェンス収集能力をさらに磨き、その情報を地域の関係諸国

と適宜共有し、アジア共通の「目」を提供することによって国家としての存在感を維持、

向上させるという選択肢もありえよう。たとえば拙稿 “Asian Regional Satellite Center 
for Regional Comprehensive Stability,” International Symposium on Space Technology 
and Science [2009], http://archive.ists.or.jp/upload_pdf/2009-r-3-03.pdf 
‘Effective Utilization of Space Assets –Towards the Safer Regional Circumstances-,’ 
http://archive.ists.or.jp/upload_pdf/2011-v-09.pdf 
32 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は既に、飛行船型の成層圏プラットフォームに関する

基礎的な実験を成功裏に実施している。「成層圏プラットフォームの研究開発」

http://www.aero.jaxa.jp/research/kitaisystem/mujinki/seisoken.html 
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