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自己紹介
• １９５０年 大阪府生まれ

• １９７３年 東北大学工学部卒業、日本国有鉄道入社

• １９８６年 国鉄退職、（特）宇宙開発事業団に転職

• １９９６年 （財）日本宇宙フォーラム（JSF)出向

• ２００３年 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA)に移行

• ２００４年 文部科学省科学技術政策研究所特別研究員

• ２０１１年 JAXA定年退職、再雇用で調査業務を継続

• ２０１６年 （研）JAXA再雇用満了

• 現在はJSTの他、JSFより宇宙開発動向調査業務を受託
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中国の宇宙政策

・宇宙開発の初期 両弾一星（核爆弾・導弾（ミサイル）・衛星）

・宇宙開発の目的 「小康社会」の実現
「小康社会」とは「国民がある程度幸せに暮らせる社会」という意味。

食糧自給率100%、GDPの急速な増大、高学歴化、社会主義市場経済の発展などで

実現を推進。少子高齢化や資源（エネルギー・水）不足などのリスクがある。

・宇宙白書「中国的航天」
2001年、2006年、2011年、2016年に発表。実績と計画をまとめている。

・国家安全法 2015年７月１日公布
宇宙資産は国家のインフラとして守るべき対象である。

宇宙を有効に活用することが安全保障に寄与する。

・民生用宇宙インフラ中長期発展計画
2025年までの通信放送衛星、地球観測衛星、航行測位衛星の整備計画。
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中国の宇宙開発体制
①行政府である国務院に属する各部（省に相当）

工業・情報化部（MIIT)、科学技術部（MOST)など
②国務院の直属機関である中国科学院（CAS)傘下の宇宙関係研究所

空間応用工程・技術センター（CSU）、遥感・数字地球研究所（RADI）、
国家空間科学センター（NSSC)、国家天文台（NAOC)など

③MIITに属する国家航天局（CNSA）及び国防科技工業局（SASTIND)
局長はいずれもMIIT副部長（許達哲）が兼任。CNSA（人員は100人程
度）は国際業務及び外国と共同の衛星の運用などを担当。

④各部や関係機関の横断的な組織
有人宇宙飛行の載人航天工程弁公室（CMSEO）、月探査の探月工程
（CLEP）、航行測位の中国衛星導航系統管理弁公室（CSNO）など

⑤産業界 中国航天科技集団公司（CASC、13万人）及び
中国航天科工集団公司（CASIC、10万人）

⑥大学 国防科技大学、北京航空航天大学、ハルビン工業大学、清華大学、
浙江大学、上海科技大学、西北工業大学など

⑦人民解放軍（PLA) 打上げ、衛星管制を行う装備発展部（EDD）及び
宇宙飛行士が所属する航天員大隊など
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最近２年間の主要な実績
（１）2015年の主要な実績
• 長征6型ロケットと長征11型ロケットの初打上げ
• 暗黒粒子探査機「悟空」打上げ
• 国家安全法制定
• 民生用宇宙インフラ中長期発展計画発表
• 年間打上げ回数19回でロ(26回)・米（20回）に次ぎ第3位
（２）2016年の主要な実績
• 長征7型ロケットと長征5型ロケットの初打上げ
• 海南島射場（文昌衛星発射センター）から初打上げ
• 「天宮２号」と「神舟11号」のドッキング
• 量子科学実験衛星「墨子」打上げ ・高分10号打上げ失敗
• 温室効果ガス観測衛星「碳星」打上げ
• 静止気象衛星「風雲4型」打上げ ・地球観測衛星「高景」打上げ
• 2016年版宇宙白書発表
• 年間打上げ回数22回で米国と並び1位、ロシアは17回で3位
（３）2017年3月17日現在の年初からの打上げ回数（世界計16回）
米国5回、中国・欧州・日本各3回、インド・ロシア各1回

5



中国のロケット打上げ回数
• ２０１７年３月２日までに２５５回（打上げ失敗を含む）。

長征１型（小型） 2（酒泉 2）
長征２型（中・大型） 97（酒泉66、西昌10、太原19）
長征３型（大型） 90（西昌90）
長征４型（中型） 51（酒泉 9、太原42）
長征５型（超大型） 1（文昌 1）
長征６型（小型） 1（酒泉 1）
長征７型(中・大型） 1（文昌 1）
長征１１型（小型） 2（酒泉 2）

長征計245（酒泉82、西昌100、太原61、文昌 2）

• 快舟（小型） 3（酒泉3）
• 風暴（小型） 6（酒泉6）
• 開拓者（小型） 1（酒泉1） 2017年3月2日打上げ成功

• 開発中のロケット 長征9型（超重量級、有人月探査機など）
長征8型（商業打上げサービス） →
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中国の累積衛星数
（2017年3月2日まで）

ロシア・米国に次ぎ世界第3位

ミッション
主な用途

2017年3月2日までの累計

衛星数
静止衛星
(内訳）区分

官需

通信放送衛星 データ通信・電話・TV 17 15

地球観測衛星 農業・災害・海洋 31 1

気象衛星 気象 16 9

航行測位衛星 測位 27 16

月･惑星探査機 他天体探査 3 0

科学衛星 天文観測、地球近傍観測 17 0

有人宇宙船 有人宇宙活動 6 0

微小重力実験衛星 生物・材料実験 2 0

技術試験衛星他 各種の宇宙技術開発 74 1

民需 通信放送衛星 商業衛星通信 29 24

大学衛星 技術開発・教育 28 0

偵察衛星 偵察 61 0

軍需 軍事通信衛星 情報伝達・情報収集 12 9

軍事技術試験衛星 新技術の開発 3 0

計 326 75
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国家安全法
（２０１５年７月１日公布）

（１）問題意識（Back Ground）
「社会に矛盾が多発し、予見可能または予見困難な各
種の危機に、かつてないほどさらされている」（2015年1
月、「国家安全戦略」に関する党会議）

（２）宇宙関係の規定
国家安全法（全84か条）の中の宇宙に関する記述

第三十二条 国家堅持和平探索和利用外層空間、国際海

底区域和極地，増強安全進出、科学考察、開発利用的能力，
加強国際合作，維護我国在外層空間、国際海底区域和極地的活
動、資産和其他利益的安全。
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民生用宇宙インフラ中長期発展計画
• 2015年10月29日、国家発展改革委員会（NDRC)は2025年

までの民生用宇宙インフラ中長期発展計画を発表。
• 財政部（MOF)や国防科技工業局（SASTIND）も計画策定に

関与しており、予算的な裏付けもあると推測される。
（１）通信放送
固定通信・テレビ放送・移動通信の３つのミッション。
それぞれ衛星と地上設備を整備。

（２）地球観測
陸域観測衛星・海洋観測衛星・大気観測衛星の3系列。
７つの衛星群（星座 Constellation）と３種類の専用衛星で

構成。
地上受信局やデータセンターを整備。

（３）航行測位
全球衛星測位システム（GNSS)構築
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2016年 中国的航天
（4回目の宇宙白書）

１．発展の目的とビジョン及び原則(1/3)
（１）発展の目的

宇宙空間を平和的に利用

人類の文明と社会の進歩を促進

全人類に幸福をもたらす

経済建設・科学技術の発展・国家安全保障・社会
の進歩等のニーズを満足

全国民の科学文化的資質を高める

国家権益を維持し、総合国力を強化
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2016年 中国的航天（2/3）
（２）発展のビジョン

宇宙強国を全面的に達成

自己管理可能な探査研究能力

科学的で効率的な近代的ガバナンス能力

相互利益のある国際交流と協力能力

先進的で開放的な宇宙科学技術工業体系・安定
した信頼性の高い宇宙インフラ

イノベーション人材・深く厚い宇宙開発精神

「中華民族の偉大な復興」という中国の夢を実現

人類文明の進歩に貢献
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2016年 中国的航天（3/3）
（３）発展の原則

中国の開発戦略に準拠した宇宙開発事業

4原則の厳守

①イノベーション的発展

②協調的発展

③平和的発展

④開放的発展
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（１）宇宙輸送システム
• 実現済み→①第12期5カ年計画期間内

長征6型（2015/6）、長征11型（2015/9）、
②宇宙白書発表まで 長征5型（2016/9）、長征7型
（2016/6）、③宇宙白書発表後 開拓者2（2017/3）
• 開発中

①無毒・無汚染の中型打上げロケット→長征8型
②重量級打上げロケット→長征9型
③低コストの打上げロケット→快舟2
④新型上段ロケット

⑤ロケットの再使用可能な輸送システム
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長征ロケットの開発コンセプト
• 長征6型 直径2.25m YF-100型ケロシンエンジン（低公

害）の試験→長征7型及び長征5型の小型補助ブースタ

• 長征7型 直径3.35m（長征2Fと同じ）→長征5型の大型
補助ブースタ

• 長征5型 直径5m、メインエンジンYF-77型は液酸液水
（無公害）、組み合わせは4通り→小型2基＋大型2基・
大型4基 静止衛星用上段の有無。

2.25m 3.35m 5m

長征6型 長征7(340)型 長征5(522）型 長征5（540）型
1エンジン コア 2エンジン コア2エンジン、ブースタ小 2 コア2エンジン（液酸液水）

ブースタなし ブースタ小各1エンジン ブースタ大2 ブースタ大4
計6エンジン 計8エンジン 計10エンジン
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新系列長征ロケットの打上げ計画

• 2017年4月、長征7型2号機により天舟1号打上げ

（2017年1月12日、天舟1号の出荷審査完了（CASC
が実施、CMESOが発表）、天津から海南島へ海上
輸送輸送船は遠望21・22号）長征7型3月9日到着

• 2017年6月、長征5型2号機、実践18号打上げ

• 2017年11月、長征5型3号機、嫦娥5号打上げ

• 2017年、長征6型2号機は文昌から長光1号打上
げ予定（長光＝長春光学）

• 長征7型3号機は2018年に天舟2号打上げ予定
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小型ロケットの開発

衛星小型化に対応した新型ロケット（固体燃料）

• 長征11型 2015年9月、小型衛星4機
• 快舟1号A 2017年1月、小型衛星3機

霊巧、行雲試験、凱盾

• 開拓者2号 2017年3月初打上げ成功、天鲲

民間のロケット開発 再使用型も目指している

16



（２）宇宙インフラ
1)地球観測システム

• 陸域観測・海洋観測・大気観測の3系列

• 高・中分解能の合理的な配置・多種の観測手
段を最適に組み合わせた包括的かつ効率的
な全球観測とデータ収集能力を形成

• 地球観測衛星受信局網・データセンター・共
有ネットワークプラットフォームなどを構築

• 地球観測衛星データのグローバルな受信
サービス能力を形成

17



地球観測衛星の実績と今後の計画

（１） 陸域観測衛星
• 高分（GaoFen）は1、2、4（静止）、8、9の5機を打上げ。
• 環境（HuanJing）は1A、1B及びレーダ搭載の1Cを打上げ。
• 測量用の天絵（TianHui）を3機打上げ。
• ブラジルと共同のCBERSは4機打上げ、1機が運用中。
• 資源（ZiYuan）は3機打上げ
• 遥感は40機打ち上げ

• 地方政府（吉林省）が主体となり、商業地球観測衛星「吉林
（JiLin）」を多数（100機以上）打ち上げるプロジェクトが始まった。

（２） 海洋観測衛星
• 海洋（HaiYang）1・1B及び2の3機を打上げ。

（３） 大気観測（気象衛星）
• 静止衛星の風雲2号はAからGまで7機を打上げ、3機が運用中。

残りは風雲2Hのみ。風雲4号Aを2016年に打上げ。
• 極軌道衛星の新シリーズ（風雲3号）は3機運用中。
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遥感衛星の年別・種類別打上げ実績

JB=尖兵
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民生用地球観測衛星の整備計画
（２０２５年まで）
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地球観測衛星種類 陸域観測 海洋観測 大気観測

衛星群（星座）

高分解能光学
観測星座

海洋水色衛星
星座

天気観測衛星
星座

中分解能光学
観測星座 海洋動力衛星

星座
気候観測衛星

星座合成開口レーダ
観測星座

専用衛星 地球物理場探測
衛星

（電磁場観測→地震予知？）

海洋環境観測
衛星

大気成分探測
衛星

http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/Attachment/%E9%99%84%E4%BB%B6(8).pdf
民生用宇宙インフラ中長期発展計画 p6～p11の記述を表に整理



（２）宇宙インフラ
2) 衛星通信放送システム

中国通信広播衛星公司、APStar、Asiasatで19機運用中

• ナイジェリア・ベネズエラ・ボリビア・ラオスなどへ衛星輸出（軌道
上引き渡し） 2016年1月15日、ベラルーシ衛星打上げ

• 2017年 ニカラグア衛星の可能性

• 東方紅5型衛星バスを開発中。2017年SJ-18、2018年APSTAR-6D

東方紅4型バス 東方紅5型バス©CAST
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衛星通信放送システム
• サービス形態

ブロードバンド通信・固定通信・テレビ直接放送・

モバイル通信・モバイルマルチメディア放送、

データ中継

• 衛星通信の地上システム

衛星管制局・ゲートウェイ局・アップリンク局等

• 衛星通信の長所 災害に強い、地上通信網のな
い遠隔地での利用、高空・海洋での移動体通信

• 地上通信網

電話線、マイクロ波、光ファイバー等）と融合
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（２）宇宙インフラ
3)衛星ナビゲーションシステム

• 北斗2型衛星群のサービス性能を改善

• 北斗全球システムの構築を継続

• 2018年に「一帯一路」に沿った周辺国家に基
本サービスを提供

• 2020年頃には35機の衛星網で世界中のユー
ザにサービス

• 高精度でより信頼性の高いサービスを提供
するため、衛星システムを強化
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航行測位衛星の実績と今後の計画

• 北斗（BD)１号、北斗２号、北斗3号で2７機（静
止10、準天頂7、中高度8）打上げ。

• 2012年に東南アジアを含む地域測位システ
ムが完成。

• 北斗３号で測位精度が4倍程度向上する見込
み

• 今後2020年までにGNSS構築。残り20機以上
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（３）有人宇宙飛行
• 貨物輸送船「天舟1号」を打上げ

• 軌道上で運用中の宇宙実験室「天宮2号」と
ランデブー/ドッキングを行い、貨物輸送と補
給等のキーテクノロジーを掌握

• 宇宙ステーションの建設・運営の経験を積む。

• 宇宙ステーションの各モジュールの主要な研
究開発を完了させ、軌道上の宇宙ステーショ
ンの組立・建設及び運用を行う。

• キーテクノロジーの追求と関連技術の検証を
行い、地球 - 月の有人探査開発の基盤を構
築するため、有人宇宙飛行能力を高める。
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有人宇宙飛行の実績と今後の計画

神舟（SZ）5号（2003年、搭乗員1名）、SZ-６号（2005年、搭乗員2名）、SZ-7号（2008年、搭
乗員3名、船外活動も実施）
2011年 天宮（TG=Tiangong）1号とSZ-8号（無人）
2012年 SZ-9号（搭乗員3名、うち女性1名、2回目搭乗者1名）
2013年 SZ-10号（搭乗員3名、うち女性1名、2回目搭乗者1名）
2016年 SZ-11号（搭乗員2名）及び「TG-2号」の打上げを計画。有人ドッキング
以上により宇宙飛行士数11名（延べ14名）、延べ宇宙滞在日数168日に達している。

今後の計画（Planned）
• 2016年に物資輸送船「天舟（TZ=TianZhou）1号」
• の打上げを計画。天宮2号と無人・自動ドッキング→
• 2018年頃、宇宙ステーションのコアモジュール
• 「天和」を打上げ予定
• 2020年頃には「問天」モジュールを追加して
• 宇宙ステーション「天宮」の定常運用を開始。
• 2022年頃に「巡天」モジュールを追加して「天宮」完成。
• 2024年ISS運用終了後は世界で唯一の有人拠点となる可能性もある。
• 外国のモジュールの接続や外国の宇宙船のドッキングも検討している。

「天宮」のモジュールは6個まで接続可能。
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（４）深宇宙探査
・月探査
2017年末までに月探査機「嫦娥5号」、サンプルリターン技術を獲得
（月探査プロジェクトの「三段階」戦略的目標の完全な実現）
2018年頃、月探査機「嫦娥4号」、人類初の月の裏側軟着陸
（地球 -月系第2ラグランジュ点で通信中継）

月面の地形検出および地質の観察、実験室で月面サンプルの研
究、 月の裏側の地質学的特徴の探測と研究

・火星探査ミッション
火星周回、着陸、巡視等のキーテクノロジーを追求
2020年に最初の火星探査機を打上げ
火星サンプルリターン

・その他
小惑星の探査
木星系及び惑星を超えた探測
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月探査機の実績と今後の計画

• 嫦娥（ChangE）1号 2007年10月24日打上げ。
高度200kmで観測（「かぐや」の100kmに比べ分解能が低い）。

• 嫦娥2号 2010年10月1日打上げ。
かぐやと類似の軌道投入方式。高度100km。余った燃料を活用して

小惑星の接近観測やラグランジュ点L2への移動などを実施。
• 嫦娥3号 2013年12月1日打上げ。
月面着陸・ローバ放出・相互通信などに成功。

• 嫦娥5号T1 2014年10月24日打上げ
月フライバイの後、地球に再突入し、帰還に成功。

今後の計画（Planned）
嫦娥5号 2017年11月に月サンプルリターン。
嫦娥4号 2018年、月の裏側に着陸。データ中継衛星をL2に配置。
有人月面基地 2025年から2030年頃、短期滞在から長期滞在へ
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（５）宇宙新技術試験
宇宙インフラとなる衛星と一線を画した

• これまでの実績
①民事用の技術試験衛星
「東方紅」「実践」「創新」「試験」「納星」「新験」など。

②大学や企業などが製作した超小型衛星・小型衛星
「希望」「浙大皮星」「快舟」「天拓」「星辰」など

③軍事技術試験衛星「技術試験衛星」（風暴ロケットで3機打上げ）
④長征5・6・7型ロケット初打上げ時の技術試験衛星（次頁）

• 今後の計画
①宇宙開発発展のための検証や技術サポート
②実践13号・18号等の技術試験衛星
③新型電気推進・レーザ通信・新世代通信衛星バス等

のキー技術の実証
④宇宙飛行機の軌道上サービス
⑤新しい原理・新技術・新製品を軌道上で検証
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新系列長征ロケット初号機の衛星

長征5型1号機
• 「実践17」（静止衛星、通信技術試験、
東方紅４S型バス、4トン級）

長征6型1号機
・「新験」、「希望」7機、「浙大皮星」2機、「星辰」4機、
「紫丁香」、「手機」、「納星」、「空間実験」
「紫荊」「天拓」の20機。

長征7型1号機
・「多用途飛船返回艙」、「翱翔之星」、「天鸽飛行器」2
機、「遨龍」、「在軌加注試験装置」の6機

30



（６）射場
• 既存の射場システムを整備し、相互補完とバックアップ
能力を高め、多様な打上げミッションを展開する能力を
備える

• 探査を推進しオープンで共有の射場建設を推進
• 安全で信頼性のある宇宙打上げ体系を形成

（７）宇宙管制（TT＆C）
• 既存の宇宙管制システムを整備し、第二世代の衛星
中継システムの軌道決定精度を向上させる

• 安全で信頼度が高く、レスポンスが迅速、アクセスが円
滑、運用効率が高く、サービスが幅広い宇宙・地上一
体の宇宙管制システムを構築

• 国際協力と管制ネットワークを強化
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（８）宇宙応用
衛星種類別から応用目的別に再整理

1)事業応用

全球測量地理情報資源の獲得・資源開発と環境保護・海洋開発管理と権益維持・防災
減災及び緊急対応・全球気候変動の対策・食料安全保障・社会管理・公共サービス等
タイムリーかつ正確で安定した宇宙情報サービスに提供する。

2)地域応用

社会サービスのニーズ（都市計画・建設・運営管理）に対し、新しい都市化のレイアウト・
「スマートシティ」・「高度道路交通」等の衛星総合応用
中国東部・中部・西部・東北部の協調発展、
北京・天津・河北省の協調発展、
長江経済ベルトの開発
その他の地域の経済社会の発展
貧困撲滅・脱貧困、高齢者・若年者・辺境・島嶼部等で情報化

3)公共サービス
知的観光・ラジオやテレビ放送・遠隔教育・遠隔医療・文化の普及等
衛星応用のインテリジェント端末、ウェアラブル電子機器等、空間情報融合応用を強化
宇宙応用産業の発展を促進
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（９）宇宙科学
宇宙探査は軍のミッション、宇宙科学はアカデミーのミッション

1)宇宙天文学・宇宙物理学
• 暗黒物質粒子探査衛星－宇宙高エネルギー電子および高エネルギーガンマ線を検出し、暗

黒物質粒子の存在の証拠を探索
• 硬X線調制望遠鏡（HXMT）－稠密な天体やブラックホールの重力場の中の物質のダイナミク

スと高エネルギー輻射プロセスを研究

• 太陽風と磁気圏の構造と相互作用、磁気嵐の変化プロセスを研究

2)宇宙環境での科学実験
• 回収式科学実験衛星「実践10号」
• 探査機「嫦娥」・有人宇宙船「神舟」・宇宙実験室「天宮2号」・貨物宇宙船「天舟」等のプラット

フォームを利用
• 宇宙環境における生物・生命・医学・材料等の科学実験と研究

3)量子科学宇宙実験
• 量子科学実験衛星－宇宙スケールでの量子暗号通信、量子エンタングルメント（纠缠分发）

及び量子テレポーテーション（隐形传态）等の量子科学実験や研究

4)基礎理論及び科学応用研究
• 太陽地球系宇宙環境・宇宙天気・太陽活動及びその宇宙天気への影響等の領域で基礎研究
• 宇宙科学の学際的な研究を行う。
• X線の属性特徴・高エネルギー電子・ガンマ線エネルギーと空間分布・宇宙物理環境・地球外

天体・地球電磁場と電離層等に基づく科学探測
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科学衛星の実績と今後の計画
双星、実践6号、回収式衛星（FSW）などを打上げ
2015年12月に初の暗黒物質探査衛星「悟空」を打上げ。
2016年8月に量子科学実験衛星「墨子」を打上げ

今後の計画
2017年 硬X線調制望遠鏡整（HXMT）「張衡」
太陽極軌道電波望遠鏡「Solar Polar ORbit Telescope 
(SPORT)」
磁気圏（M)・電離圏（I)・熱圏（T)カップリング観測用小型衛
星群「MIT」
X線タイミング・偏光観測衛星「X-ray Timing and Polarization 
(XTP)」
超長基線電波干渉観測用衛星「Very Long Baseline 
Interferometry (VLBI)」
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（１０）宇宙環境
• 宇宙デブリ・地球近傍天体及び宇宙天気関連の標準規範

システムを整備する。

• 宇宙デブリ基礎データベースおよび共有データモデルを
整備し、宇宙デブリ監視設備・早期警戒プラットフォーム・
ネットワークサービスシステムの開発を推進し、資源の総
合利用を強化する。

• さらに宇宙機の防護能力を強化する。

• 宇宙環境の監視システムと早期警戒プラットフォームを整
備し、宇宙環境観測及び災害警報能力を高める。

• 地球近傍小天体の監視施設を論証し、地球近傍小天体
の監視およびカタログを向上させる。

参考文献：宇宙からの災害リスクを低減する宇宙状況認識
辻野照久、2012年5月、
文部科学省科学技術政策研究所「科学技術動向」
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史上最悪の宇宙デブリ（空間砕片）発生
• 中国は2007年にミサイルにより気象衛星（運用終了した風雲１C）を破壊し、3000

個以上の宇宙デブリを発生させ、9年後の現在もほとんど減少していない。これは
極軌道衛星やより低い軌道の周回衛星に対して脅威になっている。

出典：科学技術動向 2012年5・6月号

宇宙からの災害リスクを低減する宇宙状況認識

この事件を契機に、宇宙状況認識（SSA)と国際行動規範（CoC)に対する関心が世界的に高
まった。

• その後２０１３年５月に高度10,000kmに達する弾道飛行ロケットにより科学観測実験を
行った。これに対し米国は静止衛星をターゲットにしたASAT実験だと非難した

• 今後の懸念 地上からの指令で安全に落下させる予定だった天宮1号は、制御不能の
状態で周回中。自然落下した時に、完全消失すればよいが、残骸が都市部を直撃す
る恐れもある（宇宙デブリの災害リスク）。

36



宇宙デブリ対策
• 観測
・紫金山天文台には口径65/73ｃｍの宇宙デブリ専用望遠鏡がある。

・長春人造衛星観測站に「空間目標観測基地」を建設。光学望遠鏡
の口径は1.2m。

• 低減

・軌道投入後、上段ロケットの速度を下げて（鈍化）早期に落下させ
る。
・ＩＡＤＣ標準に沿った衛星設計
・運用を終了した静止衛星の高度を上げて無害化

• 保護

宇宙デブリが万一衝突した場合の保護システムを開発するために、
衝突の数値シミュレーションや衛星保護システムなどの研究を行っ
ています。
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ＡＰＳＣＯのＡＰＯＳＯＳ

アジア太平洋宇宙協力機構は中国が主導し、8
か国の加盟国と未批准のインドネシア及び準
加盟国で各種のプロジェクトを実施中。ＡＰＯＳ
ＯＳは各国に光学望遠鏡による宇宙物体観測
施設を建設し、全世界ネットワークで目的とする
物体の観測を行うプロジェクト。

参考文献：中国の宇宙開発事情（その７）http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1303/r1303_tsujino.html
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宇宙天気
• 中国の宇宙天気研究は主に6機関で行われている。
政府機関
-国家気象局 (CMA)

中国科学院(CAS)
-国家宇宙科学センター(NSSC)
-国家天文台(NAOC)
-中国電波伝播研究所(CRIRP)
-地質・地球物理研究所(IGGCAS)
-中国極地研究所(PRIC)

• 6機関の中でも最も主導的な活動を行っているのは国家宇宙科学センターに属す
る空間天気学国家重点実験室である。

http://english.nssc.cas.cn/l/dss/SKSW/

• 毎年宇宙天気に関する研究課題の公募を行っており、研究機関や大学から多数
の応募がある。

http://www.spaceweather.ac.cn/
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子午プロジェクト

40

宇宙天気の中心的な課題は子午プ
ロジェクト（正式名称は「東半球宇宙
環境総合監視ネットワーク」）。「 子
午プロジェクト」は東経120度、北緯
30度に沿って国内15カ所に観測局

が設置され、観測ロケット等を利用し
て、中・高層大気、電離層、磁気圏
などの観測が行われる。2013年5月
の弾道ロケットによる科学観測はこ
のプロジェクトの一環である。



地球近傍物体（NEO)の観測

• 地球近傍物体の観測は、中国科学院国家天文台に属
する紫金山天文台が江蘇省と安徽省の境界付近に設
置した「盱眙天文観測站」（東経118“28′、北緯32°44′、
海拔180ｍ）で行われている。

• 盱眙天文観測站は中国唯一の天体力学実測基地で、
主に太陽系の天体と人工衛星のダイナミクスの研究を
行っている。地球近傍物体観測用の光学望遠鏡は口
径105/120cmで、シュミット式望遠鏡として中国最大で
ある。

出典：http://www.pmo.cas.cn/jgsz/gctz/xygcz/
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国際協力
• かつては「自力更生」は独自技術による開発を意味していたが、現在では外国の

優れた技術を取り込み、中国独自技術にレベルアップすることも意味する。

• ロシアとは、有人月探査に向けて宇宙規格を統一する動き（将来の有人月探査
を見据えて、ドッキングユニット、電気的接続、宇宙機内空気等の規格統一に向
けた共同作業を開始）。ロシアの航行測位衛星（GLONASS）利用。

• 欧州とは、地球観測（ドラゴン計画）・航行測位（ガリレオと北斗の共通運用）・通
信放送（直接放送衛星の輸入、欧州衛星の打上げ）などでさまざまな協力を行っ
ている。ドラゴン計画は2016年から第４期に入った。

• インドとは、科学実験衛星、地球観測衛星及び通信衛星に関する研究・開発、宇
宙探査・利用分野の情報交換・協力を促進している。

• 発展途上国とは、衛星輸出・施設設置・教育訓練・協働プロジェクトなどで協力相
手国を拡大中。ナイジェリア、ベネズエラ、ボリビア、ナミビア、APSCO加盟国な
ど。

• 国際災害チャータ、地球観測に関する政府間会合（GEO)、地球観測衛星委員会
（CEOS)などに参加

• 米国や日本とは、宇宙科学や地球観測で部分的に協力可能な分野があるが具
体化していない。米国のGPSや月のデータなどを利用。

• 国際的な宇宙探査プロジェクトの検討に参加。
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今後の主な国際協力
• 今後5年間で、中国はより積極的でオープンな姿勢をとり、

以下の優先分野で豊富な国際宇宙交流と協力を展開する。
- 「一帯一路」宇宙情報回廊
- BRICS地球観測衛星コンステレーション。
- アジア太平洋宇宙協力機構（APSCO）の小型衛星コンステ
レーション
- 有人宇宙実験室、宇宙ステーションの構築と応用。
- 宇宙デブリの監視・警報・緩和及び防護。
- 宇宙天気領域における協力。
- 衛星全体・衛星と打上げロケットのサブシステム・部品・電子
デバイス・地上設備や機器などの製品の輸出入及び技術協
力。
- 宇宙法、宇宙政策、宇宙標準の研究。
- 宇宙領域の人事交流や訓練等。
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APSCOの最新動向
• 2015年から、メキシコがオブザーバとして参加

• 2015年4月、遠隔医療に関する訓練コースを
実施

• 第7回：「アジア・太平洋地域における遠隔医
療」（2015年11月12-14日、中国）

• 第8回：「宇宙技術・宇宙応用国際シンポジウ
ム」（2016年10月3-6日、ペルー）

• 2017年MASTAプログラム GNSS、リモセン等

• 2017年3月10日、マレーシアと協議
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2015年版宇宙技術力比較の改訂

• 2016年度末までの実績による比較をJSTで実施中。

• 中国に関しては以下の加点要素がある。

①長征5型打上げ成功により宇宙輸送で

②「天通」及び「TJS」打上げにより衛星通信で

③ドラゴン計画第３期完了により地球観測で

④「墨子」打上げにより宇宙科学で

⑤神舟11号打上げにより有人宇宙活動で

・2017年3月31日までに取りまとめの予定。中国の大
幅な加点（及び他国の減点）が見込まれる。

2017年版では、さらに東方紅5型（衛星バス）、嫦娥5
号のサンプルリターン（月探査）で加点が見込まれる。
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今後の打上げ計画（まとめ）
2017年の打上げ計画（30回程度の打上げ）
・3月2日まで 「TJS-2」（長征3B）、「霊巧」他（快舟）、「天鯤」（開拓者2） ３回打上げ済
• 長征7型による物資輸送船「天舟1号」（4月）
• 長征5型による実践18号（東方紅5型バス）（6月）
• 長征3Bによる実践13号（中星16）
• 長征3型で航行測位衛星「北斗3型」（周回型6機以上＝打上げ3回以上）
• 硬X線天文観測衛星（HXMT→「張衡」）
• 月探査機「嫦娥5号」（サンプルリターン）(11月）
• 地球観測衛星「高分」「高景」「吉林」「遥感」など
• 通信放送衛星「Nicasat」（ニカラグア）、「中星6」など

2018年以降に予想される主な打上げ
• 月探査機「嫦娥4号」で月の裏側に着陸（世界初）
• 長征2F型で有人宇宙船「神舟12号」
• 長征7型で物資補給船「天舟2号」
• 宇宙ステーション「天宮」の3モジュール「天和」「問天」「巡天」（2018年－2022年）
• 超重量級長征9型ロケット及び中量級商業打上げ用長征8型ロケット
• 航行測位衛星「北斗3型」（主に周回型：2020年頃まで）
• 国内用及び外国向けの地球観測衛星及び通信放送衛星（多数）

46



まとめ

・中国は2015年に国家安全法を制定し、宇宙資
産を社会インフラとして維持することを第32条で
規定した。また2025年までの宇宙インフラ整備
計画も発表した。

・2016年の宇宙白書において今後5年間とそれ
以降までの主要な宇宙ミッションを示した。

・2016年から長征5型の打上げが始まり、宇宙利

用・宇宙探査・有人宇宙活動などあらゆる方面で
世界最高レベルの宇宙活動を展開していく体制
が整ってきた。 47



ご清聴ありがとうございました

• 問い合わせ先

e-mail ttsujino@jcom.home.ne.jp
辻野照久（Teruhisa TSUJINO）

• ホームページ

宇宙切手の展示室（URL変更）

http://spacephila.jp/index.htm
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