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宇宙産業の世界市場（2019年） 
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出典：Satellite Industry Association 

 2019年の宇宙産業全体の世界市場は366Bドル（約40兆円） 

 ロケットや人工衛星の製造に関する市場（宇宙インフラ市場）は全体の約５％にあたる約２兆円 

 衛星データ活用や衛星テレビサービスなど、宇宙を利用したビジネスに関する市場（宇宙利用
市場）は全体の約３４％にあたる約14兆円 

 日本の市場規模は約1.2兆円 
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 モルガン・スタンレーによると、2040年の宇宙ビジネス全体の市場規模は、 
100兆円規模になると予測。 

 2040年の内訳として、「インターネット」が４割を占め、40兆円を越える予想。 

出典：Morgan Stanley 

 2014～2040年推移予測  2040年内訳予測 

宇宙ビジネスの市場規模予測 



衛星コンステレーションによる通信サービス 
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SpaceＸ（米国） 

 12,000機の衛星コンステレーションで、世界中に 
インターネットを提供（Starlink計画）。 

 現在まで約1,400機の人工衛星の打ち上げが完了。 

 米連邦通信委員会（FCC）に対して、追加で30,000機の 
衛星の打ち上げ申請をしており、将来的に42,000機に 
なる可能性も。 

 

OneWeb（米国） 

 650機の衛星コンステレーションで、世界中に 
インターネットを提供。 

 現在まで約180基の打上げが完了。 

 2022年末までに650基の衛星コンステレーション構築を 
目指す。 

 

Amazon（米国） 

 3,200基の衛星コンステレーションで、世界中にインターネットを提供（Kuiper計画）。 

 2020年7月にFCCの承認を得て、2026年までに少なくとも半数を打ち上げ、 
2029年までに全ての衛星を打ち上げることを予定。 

出典： SpaceX 

出典： OneWeb 

OneWebの通信衛星のイメージ図 

60機のStarlink衛星の打ち上げ 



衛星コンステレーションによる地球観測 
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Planet Labs（米国） 

 2014年に設立。 超小型衛星Dove（地上分解能３m）130機と、 
小型衛星SkySat（地上分解能0.5m）20基で、光学観測データを 
提供中。 

 高分解能で地球を毎日撮影し、地図作成や自然環境変化、 
物流・交通や災害発生時の状況確認など、多くの分野で使用。 

ICEYE（フィンランド） 

 2014年に設立。小型SAR衛星を開発・運用を行い、18機の 
衛星コンステレーション構築を目指す。 

 2020年７月に、SAR衛星観測データを研究者向けに無償で提供することを発表。 

Axelspace（日本） 

 2008年に設立。超小型衛星を開発・運用を行い、現在５機（光学観測衛星）を運用。 

 2023年までに10機体制を目指す。 

Synspective（日本） 

 2018年に設立。小型SAR衛星によるサービスの提供を目指し、2020年12月に最初の衛星を 
打ち上げ。 

 2022年までに４機を打ち上げ、最終的には30機でコンステレーションを構築することを計画。 

出典： Planet Labs 

Planet衛星画像 



10kg超の衛星製造数（2014～2019年） 
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 国別（2014～2019年） 

 2016年から増加傾向、2019年は計289機が製造。 

 2018年は中国が最も多く、2019年は米国が最も多い。 

 米国では、2018年の39機から2019年の148機に急増。 
（148機のうち120機のSpaceXの影響が大） 

出典：日本航空宇宙工業会 

 企業別（2019年） 

出典：日本航空宇宙工業会 



CubeSat(10kg以下)の打ち上げ数（2003～2019年） 
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出典：日本航空宇宙工業会 

出典：日本航空宇宙工業会 

 2019年は、174機が打ち上げ。 

 Planet Labs社の衛星が32機、Spire Global社の衛星が16機で、 
CubeSat全体の1/4超を、その2社が占める。 
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 政府における宇宙開発利用推進体制  

宇宙開発戦略本部 （宇宙基本法に基づき設置） 

 本部長：内閣総理大臣、 副部長：内閣官房長官、宇宙政策担当大臣、 本部員：全閣僚で構成 

 宇宙基本計画を策定、工程表を毎年改訂 

宇宙政策委員会 
 （委員長：葛西敬之ＪＲ東海名誉会長） 

 我が国の宇宙開発利用に係る政策及び関係行政機関の宇宙開発利用に
関する経費の見積もりの方針等の重要事項について調査審議 

その他省庁 
警察庁 
外務省 

農林水産省 
Etc… 

内閣官房 
内閣情報調査室 

情報収集衛星 
開発・運用 

国土交通省 

気象衛星 
運用等 

環境省 

気象観測衛星 
利用等 

防衛省 

安全保障 

諮
問 

事
務
局 

省庁間の横断的な連携 

文部科学省 

ロケット・衛星 
研究開発 

科学技術探査等 

経済産業省 

産業基盤強化等 

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 
平成20年8月 内閣官房に宇宙開発戦略本部事務局設置 
平成28年4月 内閣府へ移管 

宇宙政策の総合的かつ計画的な推進・調整 

総務省 

通信・放送 
関連研究開発等 

事務局 
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宇宙政策委員会の体制 
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基本政策部会の所掌事務のうち、政府による民生用衛

星の開発・実証に係る具体的な戦略に関すること 

宇宙開発利用加速化戦略プログラムの執行に関すること 

 

（中須賀座長） 

基本政策部会の所掌事務のうち、学術に 

関する宇宙科学・探査に関すること 

委員会の所掌事務全般に関すること 

（専ら安全保障に関することを除 
く） 

委員会の所掌事務のうち宇宙安全 

保障に関すること 

（中島座長） （松井座長） 

（中須賀部会長） 

松井委員長代理） 宇宙政策委員会 （葛西委員長 

宇宙安全保障部会 （青木部会長） 

国立研究開発法人 
宇宙航空研究開発機構分科会 

（青木分科会長） 

宇宙活動法基準・安全小委員 衛星開発・実証小委員会 宇宙科学・探査小委員会 

基本政策部会 

基本政策部会の所掌事務のうち、宇宙活動法の許 

可基準、人工衛星及びその打上げ用ロケットの打 

上げの安全確保又は宇宙環境の保全に関すること 

令和２年８月 宇宙政策委員会の部会構成の見直し（「衛星開発・実証小委員会」を新設） 

令和３年１月 衛星開発・実証小委員会の検討事項（宇宙開発利用加速化戦略プログラムの執行に 

関すること）の追加 

出典：内閣府資料 



宇宙基本計画工程表改訂に向けた重点事項骨子 （案） 
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１．基本方針 

（１）状況認識 ＜略＞ 

（２）特に重点的に取り組むべき事項  

① 宇宙安全保障の確保 
・ 準天頂衛星システム、情報収集衛星、ＳＳＡ衛星等の宇宙システムの着実な整備 
・ 小型衛星コンステレーションの利活用 
・ 机上演習の取組強化 
・ サイバーセキュリティ対策の推進 

② 災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献 
・ 災害時に被災状況を迅速かつ効果的に把握できる体制の構築 
・ 次期気象衛星の整備・運用体制の検討 
・ 衛星等を活用した国際的な温室効果ガス観測ミッションの策定・推進 
・ 宇宙太陽光発電の実用化に向けた取組の強化 

③ 宇宙科学・探査による新たな知の創造 
・ 火星衛星探査計画（MMX）等の宇宙科学・探査の推進 
・ アルテミス計画の推進、持続的な月面活動を視野に入れた技術開発 

④ 宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現 
・ 衛星データの利用拡大に向けた取組の強化 
・ 新たな宇宙ビジネスの実現に向けた制度環境整備 
・ 軌道利用に関する国際的な規範形成に向けた取組の推進 

⑤ 産業・科学技術基盤をはじめとする総合的な基盤の強化 

・ 小型衛星コンステレーションの構築に向けた官民連携での戦略的な取組の推進 

・ 衛星開発・実証プラットフォームの下での基盤技術開発（宇宙コンピューティング、光通信、量子暗号通信、 
衛星コンステレーションに必要な基盤技術、デジタル化、先進的なセンサ等） 

・ 基幹ロケットの開発、将来宇宙輸送システムの研究開発 

・ 宇宙人材の育成等 

宇宙政策委員会基本政策部会（2021.5.26）配布資料 



令和３年度当初予算案および令和２年度補正予算案における宇宙関係予算 

（単位：億円） 

令和３年度当初予算案     ３，４１４億円 （前年度比  ４０９億円増（13.6％増）） 
令和２年度第３次補正予算案   １，０８２億円  
 

文部科学省  2,124 

内閣官房  800 

内閣府 370 

防衛省  553 

農林水産省 
環境省 
警察庁 
外務省 

99 
93 
10 
3 

 当初＋補正   合計     ４，４９６億円 （前年度比  ８４４億円増（23.1％増）） 

内 閣 府 
宇 宙 開 発 戦 略 
推 進 事 務 局 

2955 2801 2883 2823 2740 2786 2899 2901 2907 2975 3005 
3414 

155 393 432 417 589 460 424 522 516 
625 647 

1082 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

当初予算 補正予算 

3,110 3,195 3,316 3,240 3,329 3,245 
3,322 3,423 3,423 

3,600 3,652 

4,496 

四捨五入の関係で合計額は必ずしも一致しない。 

財源等の関係で現時点で金額を確定できないものは、前年度の予算額を基に計算。 

※:臨時・特別の措置を含む 
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出典：内閣府資料 

経済産業省 187 

国土交通省 152 
総務省 107 



産業・社会活動の基盤としてのBeyond 5G 

１G ２G ３G ４G ５G Beyond 5G（６G） 

導入時期 1979年 1993年 2001年 2010年 2020年 2030年～ 

 
 

主な機能 

利用形態 

位置付け 

自動車 
電話 

フィーチャーフォン スマートフォン 

音声のみ データ通信 
（～28.8kbps） 

ネット利用 
（～14Mbps） 

ネット常時接続 
（～1Gbps） 

高速・大容量 
（～10Gbps） 

低遅延 
（1ミリ秒程度） 

多数同時接続 
（100万台/㎢の接続機器数） 

拡張性 

超低消費
電力 

超安全・
信頼性 

超高速・
大容量 

超多数同
時接続 

5Gの更なる 
高度化 

持続可能で新たな
価値の創造 

自律性 

• 5Gの10倍 
 （アクセス速度） 

•現在の100倍 
 （コア通信速度） 

• 5Gの
1/10の遅
延 

• 5Gの10倍の
接続数 

• 現在の
1/100の
電力消費 

• セキュリティの 
常時確保 

• 災害や障害から
の瞬時復旧 

• ゼロタッチで機器
が自律的に連携 

•機器の相互連携による
あらゆる場所での通信 

超低遅延 

スマートフォン・ウェラブル端末・自動車・家電・センサ・・・・ 

コミュニケーション手段 

      生活の基盤 

           
あらゆる産業・社会活動の基盤 
（Society 5.0の世界） 

電話 メール 
カメラ 

動画、電子決済、SNS 

 移動通信システムは、世代を重ねる中で、通信基盤から生活基盤へと進化。 

 Beyond 5Gは、「Society 5.0」を支える「フィジカル空間とサイバー空間の一体化」の実現に必要な次世代の
通信インフラであり、2030年代のあらゆる産業・社会活動の基盤になると想定。 
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 年表 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

COVID-19流行 ウィズコロナ／ポストコロナ 

移動通信システムの進化 

社会情勢 

機能強化された5G 
(Stand Alone) 

初期の5G 
 （Non Stand Alone) 

B5G 

取組の加速化フェーズ 先行的取組フェーズ 

要素技術の開発成果の民間展開  
Beyond 5Gの開発・製造基盤強化 等 

要素技術の集中的研究開発 等 研究開発戦略 

展開戦略 

国際標準への反映に向けた活動の加速 体制構築・連携強化・国際標準化活動 知財・標準化戦略 

Beyond 5G推進戦略 

大阪・関西万博 

SDGs目標年 Beyond 5G Ready B5G Ready Showcase 

インフラの整備 
社会全体のデジタル化推進 等 

Beyond 5G ready な環境実現 等 

Beyond 5G推進コンソーシアム 

• Beyond 5G推進に向けて以下の取組を実施。 
 我が国のBeyond 5Gに係る取組の発信及び国際連携を目的とする国際 

カンファレンスの開催 
 Beyond 5Gのビジョン策定に向けた産学官の関係者間での議論 
 研究開発方針の策定をはじめとする技術戦略の検討 

Beyond 5G推進戦略ロードマップ 令和２年６月総務省公表 
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 2030年代のあらゆる産業・社会の基盤になると想定される次世代情報通信技術Beyond 5Gについては、 
諸外国において研究開発等の取組が活発化。我が国においても国際競争力及び安全保障の観点から、
Beyond 5Gの要素技術をいち早く確立することが重要。 

 Beyond 5G実現に必要な最先端の要素技術等の研究開発を支援するため、国立研究開発法人情報通信 
研究機構（NICT）に公募型研究開発のための基金を創設するとともに、テストベッド等の共用施設・設備を 
整備し、官民の叡智を結集したBeyond 5Gの研究開発を促進する。 

 令和２年度第３次補正予算：４９９.７億円（競争的資金３００億円、共用研究施設・設備１９９.７億円） 

補助金 

委託/助成 

企業、大学 

Beyond 5G 
共用研究施設・設備 

（テストベッド） 

Beyond 5Gの研究開発を 
促進する競争的資金（基金） 

提供 

300億円 

200億円 
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令和２年度第３次補正予算：Beyond 5G研究開発促進事業 



Beyond 5G 

5Gの特徴的機能の更なる高度化 

高速・大容量 低遅延 多数同時接続 

5G 
持続可能で新たな価値の創造に 

資する機能の付加 

超高速・大容量化を実現する技術 
（次世代光ファイバ、テラヘルツ波等） 

・(1-1) B5G 超大容量無線通信を支える次世代エッジクラウド
コンピューティング技術 
・(1-2）光ネットワークの超大容量化技術 
・(1-3)高周波帯を用いた高速大容量通信を実現する無線フロ
ントエンド技術 
・(1-4)B5G に向けたセルラー方式以外の新たなアクセス技術 
・(1-5)テラヘルツ波デバイス技術 
・(1-6)テラヘルツ波無線伝送のための伝搬及び信号処理技術 
・(1-7)テラヘルツ用ウルトラワイドバンドギャップ半導体技術 
・(1-8)次世代光ファイバ伝送技術 
・(1-9)アナログ／デジタル協調技術 

等 

超低遅延を実現する技術 
(時空間同期、伝送メディア変換等) 

・(2-1)伝送メディア（光・電波）変換技術 
・(2-2)高精度時空間同期基盤技術（端末間、エッジ、
基地局等） 
・(2-3)ネットワーク内コンピューティングの迅速化技
術（区間毎の遅延配分最適化等） 
・(2-4)多拠点間リアルタイム協調処理基盤技術 

等 

拡張性を実現する技術 
(衛星・HAPS利用、AI、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ等) 

・(7-1)衛星・光融合技術（衛星通信） 
・(7-2～5) 統合型モビリティ運用技術（高高度・衛星・空中・地上） 
・(7-6)音響・光融合技術（水中通信）  ・(7-7)リモートセンシング   
・(7-8)ブレインマシンインターフェース等  ・(7-9)社会知活用型音声対話技術 
・(7-10)多言語リアルタイムヒューマンインターフェース技術 
・(7-11)行動変容（レコメンデーション）技術  ・(7-12)超臨場感技術   
・(7-13)ロボティクス  ・(7-14)継続的進化を可能とする端末技術 
・(7-15)端末管理技術 
・(7-16)HAPSによるセルラー通信におけるフィーダリンク伝送容量拡大技術 
・(7-17)移動通信三次元空間セル構成と他システムとの周波数共用技術 
・(7-18)衛星によるIoT超カバレージの実現  ・(7-19)衛星通信のカスタマイズ化 
・(7-20)IoT機器向け時刻同期・測位のカバレージ拡張 
・(7-21)エリアサービスと融合したデータ連携基盤構築 
・(7-22)ワイヤレス電力伝送の高周波化および高周波通信との融合技術  等 

超安全・信頼性を実現する技術 
(量子ICT、セキュリティ技術等) 

・(5-1)量子暗号通信（地上、衛星） 
・(5-2)災害影響・予兆情報と対応したネットワーク制御技術 
・(5-3)エマージング技術に対応したダイナミックセキュアネットワー
ク技術 
・(5-4)超巨大・超高速データセキュリティ技術            等 

超低消費電力を実現する技術 
（光電融合、ナノハイブリッド基盤等） 

・(4-1)ヘテロジニアス光電子融合技術 
・(4-2)ナノハイブリッド基盤技術 
・(4-3)脳型AI 
・(4-4)高機能低消費電力デバイス 

等 

超多数同時接続を実現する技術 
(アンテナ高度化等) 

・(3-1)移動体搭載デバイス間超高周波通信デバイス
開発・プロトコル開発 
・(3-2)mMIMO技術の高度化 

等 

自律性を実現する技術 
(仮想化、オープン化等) 

・(6-1)ネットワークの自律・分散・協調型制御技術（ネットワー
ク資源の自律調停等） 
・(6-2)プログラマブルフォトニックネットワーク技術 
・(6-3)ソフトウェア化／仮想化、オープン化／ディスアグリ
ゲーション技術（機器・サービス構成の柔軟化） 
・(6-4)ローカルB5Gを実現する超柔軟性・プログラム性を持つ
エンド・ツー・エンドシステム 

等 

「Beyond 5G機能実現型プログラム」の研究開発課題候補リスト（第２版） 
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「新たな情報通信技術戦略の在り方」情報通信審議会第４次中間答申（令和２年８月５日）及び 

「Beyond5G推進戦略」（令和２年６月30日 Beyond 5G推進戦略懇談会）を踏まえ、産学官の 

 主要プレイヤーが結集した「Beyond 5G 新経営戦略センター」(Beyond 5G New Business  

 Strategy Center)を令和２年12月18日に設立。同日、会員会合（第１回）を開催。 

 産学官のプレイヤーが参画し、Beyond 5Gに係る知財の取得や国際標準化を戦略的に推進。 

体 制 

共同センター長 

  森川博之 東京大学大学院工学系研究科 教授 

  柳川範之 東京大学大学院経済学研究科 教授 

副センター長 

  原田博司 京都大学大学院情報学研究科 教授 

 

事務局 

  国立研究開発法人情報通信研究機構 

 

 Beyond 5G 推進コンソーシアム、内閣府知的財産戦略推進 

事務局、経済産業省、特許庁をはじめとする関係府省庁、 

一般社団法人情報通信技術委員会、一般社団法人電波産業会等

と密に連携。 

 必要に応じてテーマ毎に作業部会を設置し、関係者による 

議論を促進。 

会 員 

 令和３年５月末現在、約140者※の登録あり。 

※ 主要通信事業者、ICTベンダーのほか、 

   ユーザー企業、法律事務所、大学、自治体等が参加。 

活動状況 

知財・標準化に関する「Beyond 5G時代に向けた新ビジネス戦略

セミナー」をシリーズ化して開催。  

第１回「3G～5Gにおける取組の歴史からBeyond 5Gを考える」 

 （令和３年３月１１日） 

第２回「経営戦略を成功に導く知財・標準化戦略」 

 （令和３年３月２４日） 

 

センターで取り組むべき活動及び支援内容についての提案公募を 

実施（令和３年２月５日～同年３月４日） 

公募結果を踏まえ、Beyond 5Gに係る知財の取得や国際標準化に

関する各種情報提供や、専門家データベースの構築、専門家の 

斡旋・派遣、パートナーシップ形成の促進などの具体的活動を 

本格的に開始。 

Beyond 5G新経営戦略センター 
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１．宇宙通信の国際動向 

２．我が国の宇宙政策とBeyond 5G 

３．総務省の宇宙関係施策 

 ３．１ 衛星量子暗号 

 ３．２ 5G／Beyond 5G連携 

 ３．３ 光衛星通信 



総務省の宇宙関連予算 

２．技術試験衛星９号機に関する研究開発 

  R3年度予算 114.3億円の内数（R2年度予算額 103.4億円の内数） 

１．量子暗号通信網の構築に向けた研究開発 

  R3年度予算 34.5億円 
  R2年度第３次補正予算 4.0億円 
    （R2年度予算額 3.4億円） 

４．準天頂衛星活用の実証実験 

 R3年度予算 3.3億円の内数 
    R2年度第３次補正予算 12.0億円の内数 
    （R元年度補正予算額 11.0億円の内数） 

３．宇宙通信システム技術及び衛星リモートセンシング技術に関する研究開発 

 R3年度予算  280.7億円の内数 
    （R2年度予算額 279.4億円の内数） 

５．その他（宇宙天気業務等） 

 R3年度予算 15.0億円の内数（R2年度予算額 15.0億円の内数）等 

  合計 R3予算 102.4億円 
  R2第３次補正予算 4.3億円（R2予算 72.1億円） 
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衛星量子暗号 

5G／Beyond 5G連携、光衛星通信 

光衛星通信 



 「暗号化」とは、送信者と受信者がやりとりするデータの内容を他人（第三者）が解読できないようにすること 

 ⇒ 仮に、通信内容（＝暗号化データ）が漏洩したとしても、暗号を解読する手段を第三者が持たなければ、元のデータを 
  読み取られることはない（情報漏洩にはならない） 

 ⇒ 現在の暗号通信（主流の方式）では、解読に時間を要することを根拠に安全性を担保している（計算量的安全性） 

 

通信路 
（インターネットなど） 

（送信者） （受信者） 
暗号鍵 暗号鍵 

暗号化データ 暗号化データ 

Googleの量子コンピュータ 
写真出典：University of California 

 

IBMの量子コンピュータ 
写真出典: IBM newsroom 

 近年、量子コンピュータの研究が国際的に加速※ 

 計算量的安全性に依拠した現在の暗号通信は、量子コンピュータが実用化されると 

  すぐに解読されてしまう懸念あり 

量子コンピュータでも解読できない量子暗号通信の実現が課題 

2019年 
10月23日 

Googleが最先端のスーパーコンピュータでも1
万年かかる計算を3分20秒で完了させる量子 
コンピュータの開発に成功したことを英科学誌
Natureに発表 

2020年 
12月3日 

中国の量子研究グループが光量子コンピュー
タのプロトタイプにより、スーパーコンピュータで
6億年かかる計算を200秒で完了できることを 
実証したとScienceに発表 

※最近の主な研究発表 
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現在の暗号通信とその課題 
 

https://www.news.ucsb.edu/2019/019682/achieving-quantum-supremacy
https://newsroom.ibm.com/image-gallery


量子の特性により、盗聴されたら確実に検知できる 

暗号鍵 
生成 

②盗聴されなかった安全な暗号鍵のみを用いて暗号化・復号する暗号方式により 
送信 

①量子通信で暗号鍵を送る（盗聴を検知したら、その鍵は使わない） 

「量子暗号通信」とは・・・ 

量子通信路 

通信路（インターネットなど） 

暗号鍵 
受信 

（一度観測されると） 

量子状態変化 

量子暗号通信で使う暗号化方式： 
「ワンタイムパッド（OTP）」 

 安全に共有された暗号鍵を、元データと同じ長さ
（ビット数）だけ使って暗号化する方式 

暗号化 暗号化 元データ 元データ 

通信路 
（インターネットなど） 

暗号化データ 

⇒ 通信路でやりとりされる暗号化データは、どんなに時間 
 をかけてもどんなに速い計算機でも、解読されないことが 
 数学的に証明されている 【情報理論的安全性】 

量子コンピュータでも解読できない暗号通信を実現 

※大量の暗号鍵を安全に共有する方法が必要＝ここに量子 

元データと同じ長さの暗号鍵を使用 
（かつ１度使った鍵は再利用しない） 

 量子暗号通信では、送信者と受信者が量子通信（盗聴を確実に検知できる）で暗号鍵を共有することにより 
 通信路での暗号鍵の漏洩リスクを解消した共通暗号方式を採ることにより、現行暗号の課題解決が可能 

量子暗号通信による課題解決 
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自由空間：~R-2

ファイバ：~0.2 dB/km

損
失

[d
B

]
伝送距離 [km]

大陸間での量子鍵配送（QKD） 

① 衛星－地上間
でQKD 

② 衛星－衛星間でQKD 

③最終的に、大陸間の2
拠点間で安全な鍵を共有 

宇宙空間で光の減衰小 

（ほぼ無し） 

大気空間で光の減衰大  

(光の通過距離が短くなるのが鍵) 

ファイバと自由空間での伝搬損失 

~300km 

LEO衛星で可能 

 光ファイバでは光が減衰するため、長距離の量子鍵配送が課題 
  ⇒大陸間スケールの量子鍵配送は地上インフラのみでは困難 
 衛星を経由すれば、大陸間で量子鍵配送が可能（宇宙空間では光の減衰はほぼゼロ)  

衛星量子鍵配送の利点 
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衛星量子暗号技術の研究開発 

 世界的な人工衛星等の産業利用に向けた活動の活発化による衛星利用の需要拡大に対応する
ため、また、衛星通信に対する脅威となりつつあるサイバー攻撃を防ぎ、安全な衛星通信ネット
ワークの構築を可能とするため、高秘匿な衛星通信に資する技術の研究開発を実施。 

 また、現代暗号の安全性の破綻が懸念されている量子コンピュータ時代において、国家間や国内
重要機関間の機密情報のやりとりを安全に実行可能とするため、グローバル規模での量子暗号 
通信網の実現に向けた衛星量子暗号技術の研究開発を実施。 

①衛星通信における量子暗号技術の研究開発 
    【H30～R4、令和３年度予算：5.0億円】 

衛星ネットワーク化技術

衛星バス及び
通信機器の開発

地上系⇔衛星系ネットワーク
連携・構築・運用技術

②グローバル量子暗号通信網構築のための衛星量子暗号 
     技術の研究開発  【R3～R7、令和３年度予算：15.0億円】 
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5G／Beyond 5G と衛星通信の連携に関する研究開発 

 飛行機の機内WiFiのための衛星通信や災害時のデータ通信など、衛星通信に対する需要が 
多様化、また世界的にも大容量通信が可能なハイスループット衛星（HTS）の開発が進められて 
いる。 

 衛星通信に対する多様なニーズに対応した次世代ハイスループット衛星の実現に向けて、 
 5G・ IoT等のシステムと衛星通信システムの円滑な接続について研究開発を行うとともに、 
通信需要や天候状況を考慮して、衛星が持つリソースを有効に活用するための研究開発を行う。 

多様なユースケースに対応するためのKa帯衛星の 
制御に関する研究開発 
 【R2～R6、令和３年度予算：114.3億円の内数】 
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衛星通信に対するニーズ 

・ 空や海における広範囲な活動領域におけるブロード 
バンド環境 

・ 携帯電話網や光ブロードバンドのエリア外における 
ネットワーク 

・ 大規模災害時の陸上移動通信システムが復旧する 
までの補完システムや緊急通信システムとしての 
衛星通信 

衛星回線と地上網の遅延時間や回線速度の差、 
衛星／地上間の通信プロトコルの違いを考慮した 

「衛星－地上連接方式」の研究開発を行う。 

IoT/M2M 

5G/B5G 

航空機 

インターネット 

無人航空機 

災害通信 海洋資源調査 

船舶通信 



高秘匿性のあるワイヤレス通信 
・RFに比べて小さなビーム 
例）ビーム広がり角：約1.2°(X帯) 

              約0.001°(レーザ) 
・漏洩電波による干渉や盗聴を気にする必要がない 
・地上にデータ伝送した場合の秘匿性が高まる可能性 

高解像度化に対応する大容量伝送 
・数Gbps超の伝送速度が実現可能 
・RFと比較し大容量のデータダウンリンクに貢献 
・リアルタイムな観測エリアが拡大 

RF 

レーザ 

約18m 約21km 

1000km 
高解像度化可能 

衛星バスや観測センサに対する影響軽減 
・低消費電力化の可能性 
・小型な衛星搭載装置の可能性（擾乱、重量等） 
・光地上局は10cm級の望遠鏡で通信が可能であり小
型化可能（コスト、建物、敷地、可搬性） 

空間的に 
漏洩がない 

LEO衛星 

©Google 

国際周波数調整不要 
・レーザは電波法の規制を受けない 

・国際周波数調整不要でタイムリーな打ち上げに貢献 

・標準化の必要性 

課題： 
大気ゆらぎの影響 

光衛星通信の特徴 
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光フィーダリンクに関する研究開発 ～超高速先進光通信機器（HICALI）の開発～ 

NICT光地上局 

NICTにおいて、世界最高レベルの10Gbps級地上-衛星間光データ伝送を可能とする超高速光通信
システムを研究開発し、光フィーダリンクの基礎技術を確立するため、技術試験衛星９号機（ETS-IX）
により宇宙実証を目指す。先進的な主要光通信デバイスについては、宇宙環境耐性・信頼性を確保
するスクリーニングプロセスを確立し、先行した宇宙実証で国際競争力を有した市場展開を目指す。 

大気ゆらぎ 

技術試験衛星９号機（ETS-IX） 

地上－衛星間光データ伝送 

(光フィーダリンク） 

10Gbps級 ユーザ回線（RF） 
スクリーニング
プロセスの確立 

/耐環境性評価 

衛星搭載光通信機器 

地上光通信デバイス 

光送受信部 光アンテナ部 

HICALI: HIgh speed Communication with Advanced Laser Instrument 出典：NICT資料 
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スペースICT推進フォーラム 

 近年の衛星通信の高度化、活発化への対応の必要性、関係企業機関等の拡がり、今後の地上と 
宇宙をシームレスにつなぐ高度な情報通信ネットワークの実現への期待などを踏まえ、 
 衛星通信に関連する企業機関、衛星通信を使用する企業機関潜在ユーザー等が参加し、総合的に 
議論する場として「スペースＩＣＴ推進フォーラム」を設立。 

（１）設立日  
    2020年7月１日 
（２） 構成 

宇宙関係機関、衛星メーカー、機器メーカー、ベンチャー企業、衛星通信事業者、地上系通信関係企業、大学、 
宇宙関係団体、ユーザー企業等のほか、異業種企業 

（３） 会長、副会長 
会長：中須賀東京大学教授、 副会長：張替理事（JAXA）、門脇理事（NICT） 

（４） 活動内容 
将来の技術開発の方向性戦略、研究実証計画に関する検討、提案 
異分野連携の促進の検討及び整理 
利活用の促進及び市場獲得戦略に関する検討、提案         など。 

＜総会＞ 

＜運営委員会＞ 
会長、副会長、各分科会主査 

事務局 
NICT、JAXA 

【コアメンバー会議】 
各分科会主査副主査、 

＜役員会＞ 
会長、副会長 

光通信技術分科会 
（主査：NICT豊島室長） 

5G/Beyond 5G連携技術分科会
（主査：中尾東大教授） 

交流会検討会 
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