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■ 研究会開催報告 ■ 

「飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発」 

 

日 時：2017 年 3 月 17 日（金）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
【講演概要】 
前回（第 85 回）は 2015 年 6 月に中国の宇宙開発動向の 新状況について講演した。その後 1 年

半余りを経て、未実現だったプロジェクトが次々に完了し、今や中国の宇宙開発は飛躍的な発展段

階に入っている。2016 年 12 月に 4 回目となる宇宙白書が発表され、今後 5 年間の計画も鮮明にな

ってきた。長征 5 型ロケット・文昌射場・神舟 11 号・天宮 2 号、実践 10 号（微小重力実験）・風雲

4 型静止気象衛星・北斗 3 型航行測位衛星・悟空（暗黒物質散策）・墨子（量子暗号通信実験）など

の実現したプロジェクトや東方紅 5 型衛星バス・嫦娥 5 号及び 4 号(月探査機)・宇宙ステーション

「天宮」の各モジュールなどの今後実施が予定されているプロジェクト、さらに宇宙状況認識やア

ジア太平洋宇宙協力機構（APSCO）などの取組み状況などを紹介する。 
 

 

 

【講師紹介】 

辻野 照久（つじの てるひさ）氏：  
科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）特任フェロー 

［略歴］ 

1950 年大阪府出身。大学教養課程で中国語を履修。1973 年東北大学工学部卒

業、日本国有鉄道入社。1986 年より宇宙開発事業団（現宇宙航空研究開発機

構：JAXA）。2011 年より JST/CRDS 特任フェローとして世界の宇宙技術力比

較調査や中国の天体望遠鏡 LAMOST の現地調査、タイ及びブルネイの科学技 
術情勢の調査などを担当。2016 年 3 月に JAXA 勤務期間満了。現在は JAXA による世界の宇宙開

発動向調査の一部業務を受託して自宅で現職当時とそう変わらない情報収集・発信環境を維持して

いる。 
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1．講演録

【開会】

（JST 倉澤上席フェロー）

 これより国立研究開発法人科学技術振興機構中国総合

研究交流センター第 102 回月例研究会を開始する。今日は

「飛躍的発展段階に入った中国の宇宙開発」というテーマ

で、この場で何度もご登壇いただいている科学技術振興機

構特任フェロー辻野照久様にお話をいただく。 

今、宇宙開発は米国を中心にベンチャーがたくさん出て

きている。特にスペース X社が有名だ。先頃ではソフトバ

ンクが出資するワンウェブというベンチャーが、通信に利

用するための小型衛星を低軌道に乗せている。ソフトバン

クはワンウェブとインテルサットの合併話にもかなりの

額を投入しているらしい。これはおそらく、将来の IoT

や物流、車の自動運転などといった重要な社会インフラの

変化を見据えてのことかもしれない。

今後、ますます宇宙の幅広い利用が進んでいくと思われる

が、その中でもひときわプレゼンスを高めているのが中国

だ。特に昨年は「天宮 2号」という中国の宇宙ステーショ

ンの実験機が打ち上げられ、有人宇宙船とドッキングした

り、「長征 5 号」という新しいロケットの打上げに成功し

たりしている。サターンロケット並みの性能を持つ「長征

9号」の開発も宣言されている。今日はグローバルな視点

を含めた中国の宇宙でのプレゼンスについて全体的なお

話をいただきたいと思う。

【講演】 

ただいまご紹介いただいた辻野です。 

 ここでお話させていただくのは 3回目となる。 初は第

30 回、次が第 85 回だった。今日は初心者にも分かりやす

く、中国の宇宙開発をウォッチしてきたところをお話した

い。よくご存知の方には雑駁で物足りないかもしれないが、

一通りのことをお話したいと思う。 

簡単に自己紹介をさせていただくと、私は昭和 25 年生

まれの 66 歳、団塊の世代の一つ後の世代だ。大学卒業後

は国鉄に入ったが、分割民営化があり宇宙開発事業団（当

時）に移った。それから 30 年、宇宙の仕事をしている。

定年を迎え再雇用も満了し、今は JST の特任フェローをし

ながら、日本宇宙フォーラムから請けた世界の宇宙開発動

向調査を行っている。 

 中国の宇宙開発の始まりは 1950 年代、まだ人工衛星が

飛んでいない頃に言われた「両弾一星」という言葉に遡る。

“両弾”とは核爆弾と導弾（ミサイル）という二つの“弾”

と、“一星”は衛星を意味する。つまり、ミサイルが発展

して人工衛星の打上げを目指したということだ。1970 年

に中国初の人工衛星が打上げられ、47年が経過した。 

中国は今、皆がそれなりに豊かに暮らせる「小康社会」

の実現を目指している。食糧自給率 100％を維持し、GDP

の急速な増大、高学歴化、そして社会主義市場経済の発展

などが小康社会の実現を推進している。だが少子高齢化や

資源不足－エネルギー問題と特に深刻な水の問題があり、

どうやって 13 億人を食べさせ続けていくのか、またそれ

らの問題は発展を妨げるリスクとなる可能性もある。そこ

を助けるのが中国の宇宙開発の目的の一つでもあり、宇宙

を利用することで資源不足を補っていこうとしている。 

 中国の宇宙政策は、いわゆる宇宙白書である「中国的航

天」にまとめられている。2001 年に始まり、5ヵ年計画が

出る年の年末に発表されている。前期の実績と次期の計画

が載っているので中国のやりたいことが非常によく分か

る。 

2015 年には重要な発表が 2 つあった。一つは「国家安

全法」、安全保障の話だ。宇宙資産は国家のインフラとし

て守るべき対象であり、宇宙を有効に活用することが安全

保障に寄与すると述べている。もう一つは「民生用宇宙イ

ンフラ中長期発展計画」。2025 年までを視野に、通信放送

衛星、地球観測衛星、航行測位衛星の 3つを宇宙インフラ

として整備するという計画だ。

中国の宇宙開発におけるトップは行政府である国務院

である。国務院には日本の“省”に相当する“部”があり、

工業・情報化部は日本でいう経済産業省あるいは総務省で、

科学技術部および教育部は文部科学省にあたる。こういっ

たところが宇宙の仕事をしているが、国務院の直属機関で

ある中国科学院は傘下にいろいろな科学分野の研究所を

集めており、そこに宇宙を専門とする研究所がいくつかあ

る。空間応用工程・技術センター（CSU）は宇宙ステーシ

ョンの開発を行っている。地球観測は遥感・数字地球研究

所（RADI）がやっている。“遥感”というのは、遥かに感

じる、つまり遠くのものを感知するということで、英語だ

とリモートセンシングのことだ。“数字地球”はデジタル

アース。国家空間科学センター（NSSC）は日本の宇宙科学

研究所（ISAS/JAXA）に近いところかと思う。国家天文台

（NAOC）は三鷹の国立天文台に近い。「嫦娥（じょうが）」

による月探査や準天頂軌道の測位衛星の軌道設計などを

やっている。

国家航天局（CNSA）と国防科技工業国（SASTIND）は工

業情報化部（MIIT）に属している。いずれの局長も MIIT

の副部長である許達哲さんが兼任しており、宇宙に関して

言えばこの 3 つの組織の区別があまりつかない。CNSA の

人員は 100 人程度で、JAXA の調査国際部と広報部を合わ

せたくらいの規模だと思う。だが 近は CNSA の存在感が

増している。CNSA のホームページに重要なプレス発表が

載るようになった。 

これは中国の宇宙開発の特徴だが、予算がいろいろな組

織に横断的に配分されているために全体額がどれくらい

になっているのか分からないところがある。大きく分ける

と、有人宇宙飛行は軍を中心とする載人航天工程弁公室

（CMSEO）がやっていて、月探査は探月工程（CLEP）とい

う組織、航行測位は中国衛星導航系統管理弁公室（CSNO）

がやっている。 
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産業界は日本とは桁違いだ。名前が少々紛らわしいが、

中国航天科技集団公司（CASC）と中国航天科工集団公司

（CASIC）は規模がそれぞれ 13 万人と 10 万人、2 つ合わ

せて 23 万人という巨大な産業界を形成している。大学で

は国防科技大学や北京航空航天大学、ハルビン工業大学な

どが小型衛星をつくって打上げている。そしてかなり重要

なのが、7 番目に書いてある人民解放軍（PLA）だ。打上

げや衛星管制を行う装備発展部（EDO）と宇宙飛行士が所

属する航天員大隊があり、ここには宇宙飛行士経験者と宇

宙飛行士候補者がいる。このように中国の宇宙開発体制は

いろいろな組織にまたがって国の隅々に存在している。 

 前回の講演（2015 年 6 月）から 2年近く経っているが、

その間に起こったことといえば、2015 年では長征 6 型お

よび 11 型ロケットの打上げがある。どちらも小型ロケッ

トだが、特に長征 6型は重要なデモだった。また、今まで

中国には天文衛星が無かったが、初めて「悟空」という暗

黒粒子探査機を打上げた。先ほど紹介した「国家安全法」

と「民生用宇宙インフラ中長期発展計画」の制定も 2015

年だ。年間打上げ回数はロシアが 26 回、米国が 20 回、中

国は 19 回で第 3位だった。

 中国の宇宙開発が飛躍的段階に入ったという根拠は

2016 年の実績にある。海南島にできた新しい射場、文昌

衛星発射センターから長征5型と7型ロケットを打ち上げ、

「天宮 2 号」と「神舟 11 号」のドッキングがあり、3 年

ぶりに有人宇宙飛行が行われた。さらに、欧米の科学者た

ちが驚いているのが「墨子」という量子科学実験衛星だ。

昔の戦略家の名前を持つこの衛星で凄い実験が始まって

いるらしい。温室効果ガス観測衛星もある。年末には静止

気象衛星「風雲 4型」を打上げた。年の 後に発表された

宇宙白書には過去5年間の実績と今後5年間のミッション

計画が対比で掲載されている。2016 年の打上げ回数は 22

回で、米国に並んで第 1 位だった。ちなみにロシアは 17

回で、しかも 7月以降の打上げはたった 4回、全てが宇宙

ステーションに関するソユーズ（有人宇宙船）とプログレ

ス（物資補給船）だった。今年に入ってもまだプログレス

１機だけで、次も 4月に予定されているソユーズだ。以前

は軍事衛星、通信衛星、商業衛星などをプロトンロケット

やソユーズロケットなどでたくさん打ち上げていたが、こ

こ 9カ月ほど全く動きがない。中国が年間の打上げ数でロ

シアを追い抜いたというのは空前の出来事なので、是非、

覚えておいてほしい。

今年はどうかというと、今朝、日本でも種子島から HⅡ

A33 号機で情報収集衛星が打ち上げられ、今年の全世界の

打上げ回数は 16 回となったが、その内、米国が 5 回、中

国、欧州、日本が 3回ずつ、インドとロシアが 1回ずつと

なる。日本としては出来過ぎで、前半に早く打上げた分、

後が続きにくいが、中国はここからが本番だ。今年は年間

30 回打ち上げるという。中国は年の初めは春節などがあ

ってペースが遅いが、年の後半、特に 10～12 月あたりに

なると凄い勢いで打ち上げていく。 

 これまでの中国のロケット打上げ回数は通算で 255 回

になる。失敗数も含んでいるが、初期失敗や設計が確立し

ていない段階の失敗はカウントしていない。長征 1～4 型

は在来型のロケット、5～7 型は新系列ロケットといわれ

る。小型の長征 11 型は固体燃料なので、液体燃料で飛ぶ

他の「長征」とは別系列ともいえる。「長征」が 245 回、

他に小型の「快舟」、「風暴」、「開拓」というロケットがあ

る。「開拓」は 3 月 2 日に上がったばかりだ。以前、2 回

失敗しているが、初期失敗ということで打上げ回数にカウ

ントされていない。全体の打上げ成功率はおよそ 96％と

なる。長征 9型の他に、今、開発中のロケットには長征 8

型がある。右下の写真の小さい方が長征 8型、左が長征 5

型だ。

 私の数え方では中国の衛星数は累積で 326 機ある。米国

が打ち上げた中国の衛星通信企業の衛星やイギリスが香

港企業のために打ち上げたものも含めて 326 機だ。ロシア

と米国は 2,000～3,000 機と桁が違うが、米国、ロシアに

次いで第 3位だ。第 4位の日本が 200 機程度なので、いよ

いよ差がついてきた。 

 「国家安全法」が何故、制定されたかというと、2015

年 7 月に中国共産党の会議で話し合われた問題意識が関

係している。「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」とい

うことで、「国家安全法」を改める必要があると分析され

た。「国家安全法」第 32 条には宇宙に関する記述がある。

中国は平和的な宇宙空間の探査を堅持し、宇宙空間の資産

を守ることによって中国社会の安全保障を確保していく

というものだ。「民生用宇宙インフラ中長期発展計画」に

は、通信放送、地球観測、航行測位の 3 つがある。2025

年まではまだ 10 年近くあるので、それまでにどれくらい

衛星が打ち上げられるか分からないが、この作成には財政

部が関与しているらしいので、予算も考慮した上での計画

だと思う。 

 今日は、昨年 12 月に出た宇宙白書の内容を中心に話し

たい。 

“発展の目的とビジョン及び原則”の中では、“宇宙空

間を平和的に利用する”、“人類の文明と社会の進歩を促進

する”、 “全人類に幸福をもたらす”としており、その目

的は非常に崇高だ。自らが宇宙強国になることを発展のビ

ジョンとしているので、今の方向性を維持したまま飛躍的

に発展していくような状態が続いていくと思う。そして 

“「中華民族の偉大な復興」という中国の夢を実現”する

とも言っている。19 世紀あたりから中国は欧米列強に苦

い思いをさせられていたことから弱い国だと思われてい

たかもしれないが、中華民族は実は凄いのだということを

示すためにも宇宙開発に力を入れていくということだ。 

“発展の原則”としては①イノベーション的発展、②協調

的発展、③平和的発展、④開放的発展の 4つを挙げている。 

 宇宙輸送システムにおいて第 12 期 5 ヵ年計画で実現で

きたのは「長征 6 型」と「長征 11 型」までだが、今回の

宇宙白書では2016年11月までの業績を評価の対象にして

いるというトリックがある。ここは考え方の違いで、年度

できっちり分けるのか、少々ずれても宇宙白書の発表まで

に達成したとして含めるかどうかというところだが、長征

5型と長征7型の成功までは前5ヵ年計画の成果であると

している。宇宙白書発表後は、「開拓 2 号」という小さな
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ロケットの打上げを成功させた。今、開発中なのは長征 8

型だ。“無毒・無汚染の中型打上げロケット”という表現

しかなく“長征 8型”とは書かれていないが、おそらく 8

型のことだと思う。“重量級打上げロケット”も名前は明

かされていないが長征 9 型のことだろう。“低コストの打

上げロケット”は「快舟 2」だ。いろいろなものをやって

いるが、同時に民間のロケット開発も奨励している。⑤の

“ロケットの再使用可能な輸送システム”は国家の開発レ

ベルではなく民間でやってもらおうというものだ。スペー

ス Xの中国版を狙ったような開発方針にもみえるが、再使

用可能なロケットを民間に開発してもらうことも考えて

いるようである。

 お手元の資料にあるのは新系列の長征ロケットの基礎

情報である。2015 年に打ち上げた長征 6 型は直径 2.25m

でエンジンを一つだけ使った小さなロケットだ。それまで

の長征3型や4型が直径3.35mであることを考えると燃料

も相当少なくてすむ。長征 7 型の直径は 3.35m だ。3.35m

というのは実は新幹線と同じ幅で、中国は今まで鉄道でロ

ケットを輸送していたので、新幹線の幅がロケットの大き

さになっている。これは米国も同じで、スペースシャトル

の補助ブースターを大陸横断鉄道で輸送する都合上、

3.35m という直径になっていた。

周りにある 4 つの小さい丸は長征 6 型ロケットの第 1

段部分を付けたものだ。長征 6型は推力 100 トンのエンジ

ンが 1 基だけだが、3.35m にすれば 2 基入れられる。2 つ

を束ねて周りに一つずつとして、エンジンは全部で 6 基。

これは有人宇宙船「神舟」を打ち上げた「長征 2F」とほ

ぼ同じ性能を持つ。

長征 5型は直径が 5メートルなので 5型と言う。5型に

は 2種類の形状があり、さらに静止衛星用の上段の有無に

よって 4 通りの性能に分かれる。“522 型”と“540 型”

とがあるが、例えば“522 型”の“5”は“5 型”の“5”、

十の位の“2”は長征 7 型の中心コアの 2 個エンジンを 2

基使うということ、一の位の“2”は長征 6 型の一段部分

を 2 個使うということだ。“540 型”は長征 7 型のものだ

けを 4 本使うという意味になる。当初 “504 型”という

ものもあったが、長征 7型と比較すると推力で下回ってし

まうため意味がないということでやめてしまった。 

 去年は「長征 5型」と「長征 7型」を打ち上げた。今年

は 4月に長征 7型の 2号機で「天舟 1号」を打ち上げる予

定になっている。「天舟」はロシアでいうプログレス補給

船、日本の「こうのとり」に相当する貨物輸送船で、今年

の１月に出荷審査を終えた。船で運ばれ、3月 9日に海南

島に着いたらしい。6月には長征 5型の 2号機で「実践 18

号」を打ち上げる予定だ。11 月には 3号機で「嫦娥 5号」

を打ち上げる計画もある。長征 6型についてはまだ不確定

だが、「長光 1 号」を打上げるという情報もある。“長光”

とは長春光学の略だ。長春を省都とする吉林省は独自の地

球観測衛星網をつくろうとしていて、そのための衛星を多

数打ち上げようとしている。決して中央政府と吉林省が対

立しているわけではない。むしろ中央は地方政府にどんど

んやれと応援している。長征 7型の 3号機による「天舟 2

号」は来年、打上げが予定されている。この他、「神舟 12

号」の打上げもあるが、これには長征 2F 型が使われる予

定だ。 

新型ロケットとしては、衛星の小型化に対応した小型ロ

ケットが開発されている。今年の 1 月には「快舟１号 A」

で小型衛星 3機が打上げられ、3月には「開拓 2号」で技

術試験衛星「天鯤（てんこん）」が上がっている。「天鯤」

の“鯤”は魚へんに昆布の“昆”という文字で、キリンや

鳳凰、龍といったような想像上の魚を表わす。何百里もあ

る巨大な魚という意味がある一方、数の子という意味もあ

り、これから小型衛星を 100 機も 200 機も打ち上げる計画

があるので、数の子を散らばしたように衛星が飛ぶという

イメージなのではないかと理解している。

民間のロケット開発については先ほど話したとおり、再

使用型の開発を目指している。 

過去 5年間の実績のところでは、以前は“宇宙インフラ”

を“人工衛星”とし、地球観測衛星、通信放送衛星、航行

測位衛星、技術試験衛星の 4つが挙げられていたが、今回

は宇宙インフラとして、2025 年までの中長期計画に挙げ

られている 3つの分野、すなわち地球観測、通信放送と航

行測位を挙げている。 

地球観測から順番に紹介すると、このインフラ計画では

地球観測を陸域観測、海洋観測、大気観測の 3系列、7つ

のコンステレーションとしている。資料の 20 頁を見てほ

しい。衛星群が 7つあり、陸域観測では高分解能光学、中

分解能光学、合成開口レーダとある。衛星の名前が統一さ

れるかどうかは分からないが、この 3つの系列で各々コン

ステレーションを作ると言っている。

海洋観測には 2つのコンステレーションがある。海洋水

色衛星では海の色を見ることで漁獲場所の探知に役立て

る。海洋動力衛星というものもある。大気観測では、私も

あまりよく区別がつかないのだが、いわゆる気象衛星の天

気観測衛星と気候観測衛星というものを上げている。この

2 つが具体的にどう差別化されるのか注目していきたい。

さらに、コンステレーション以外にも専用衛星という概念

がある。それぞれ一つずつ例が挙げられていて、例えば、

陸域では地球物理探測衛星。これはイタリアと協力してい

るもので、今年の後半に打ち上げられる可能性がある。宇

宙から地震電磁波を探知することを目的としていて、地震

が起こる前に出ると言われる電磁波をキャッチして地震

予知に役立てようというものだ。海洋環境観測衛星は海洋

監視衛星という言い方もあり、おそらくは海洋汚染とかを

見るための衛星だと思う。大気の方では大気成分探測衛星

「碳（炭素）星」がある。二酸化炭素のような温室効果ガ

スを観測する衛星だ。これらは 2025 年までの中国の地球

観測衛星の全計画であると考えていいだろう。

陸域観測衛星では「高分」がある。去年は 10 号の打上

げに失敗したが、替わるものを上げるかもしれない。それ

から「環境」と測量用の「天絵」。“絵”には測量のような

意味があるので宇宙からの測量を意味する。ブラジルと一

緒にやっている「CBERS」は「資源」と同じ設計だ。「遥感」

は人民解放軍が運用している衛星で、19 頁に表が載って

いるが、30 号まで打ち上げている。4グループのところを

見てほしい。JB8、つまり尖兵 8型という衛星が 2010 年に

は 9号で 2012 年には 16 号となっている。その下の（A-C）
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というのは同時に 3機打ち上げているという意味だ。これ

まで 5回打ち上げているので、衛星数としてはロケットの

機数より 10 機多くなり、30 プラス 10 で 40 機が上がって

いる。運用を終了したのは 初の 1号と 2号だけで、後は

全て運用中だ。 

先ほど吉林省の話をしたが、地方政府が主体となって上

げている商業地球観測衛星もある。「吉林 1 号」は 5 つの

衛星を中心にしていて、もっと小さい「霊巧」もあり、全

部で 100 機以上になるという。 

 

海洋観測衛星はまだ 3機が上がったところだ。大気観測

衛星は 3型と 4型が中心になっている。極軌道の「風雲 3

号」は世界気象機構（WMO）も絶賛する凄い衛星らしい。 

 

 2 番目の宇宙インフラである通信放送システムに話を

移す。 

民間のチャイナサトコムの子会社である中国通信広播

衛星公司は「APStar」や「Chinasat」を運用している。い

ろいろな企業が競合していて、東南アジアは勿論、欧米に

もサービスを展開しようとしている。通信放送に関しては、

中国はナイジェリアやベネズエラ、ボリビア、ラオス、ベ

ラルーシなどの衛星をつくっていて、ロケットの打上げま

で中国がやっている。衛星を輸出するというのは、衛星を

軌道に上げてから軌道上で引き渡すという“輸出”だ。

初にかかる費用も中国の銀行が全て出し、輸入国はローン

で返していく。衛星保険なども全て中国が丸ごと抱えて、

衛星の運用自体は各国がやるが、技術者や管制担当者を訓

練するのも中国というように、全てがパッケージ化されて

いる。今年はニカラグアの衛星を打ち上げるという話もあ

る。 

「実践 18 号」の何が凄いかというと、東方紅 5 型の衛

星バスを使った試験だということだ。これは長征 5型で今

年の 6 月に打ち上げられる「SJ-18」だ。今の東方紅 4 型

はこのようなバスになっている。 近は太陽電池を増やし

て出力を上げることが流行っているが、こんな風に十字型

にパネルを配置するケースもある。東方紅 5型は従来のも

のよりかなり大きく世界 大級だ。混雑した静止軌道上で、

今まで 2、3 個でやっていたことを 1 個にまとめることが

できる。電波の関係もあるので、どのように運用されてい

くか実績を見ていかないと分からないが、2018 年にはア

ジア太平洋通信衛星の APStar で実用化が始まるという情

報もある。 

 

衛星通信放送システムについては、電話線やマイクロ波

回線などといった地上の通信網と融合させた衛星通信放

送システムを目指すということが白書に書かれている。 

 

宇宙インフラの 3 つ目が衛星ナビゲーションシステム

だ。今、この分野で も進歩しているのは中国ではないか

と思う。2012 年には地域システムが出来上がり、もうす

ぐ全球システムが完成する。東南アジア全域にサービスを

拡げていて、GPS 受信機や応用アプリケーション、ナビゲ

ーションサービスの販売が中国の一大ビジネスになって

いる。これまでに中国は航行測位衛星を 27 機打ち上げて

いる（資料の“25 機”は間違い）。「北斗 3号」は精度が 4

倍程度向上するというし、日本の「みちびき」や米国の新

型 GPS にかなり近づくのではないだろうか。2020 年まで

には GNSS を構築するとしている。まだ 20 機以上を打ち上

げなければならないが、今年は打上げが 3、4 回計画され

ており、一回に 2機ずつ上げれば 6～8機になる。 

 

 有人宇宙飛行では、今年は「天舟１号」を打ち上げ、「天

宮 2 号」と無人のランデブー/ドッキングを行う。宇宙ス

テーションの建設が来年から始まるので、今年は宇宙ステ

ーション関係に非常に力を入れていくだろう。3つのモジ

ュールが計画されており、2020 年の運用を目指して進め

られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの実績を振り返ると、「神舟 5 号」で初めて 1

人の搭乗員が地球を周回し、6 号、7 号ときて、だんだん

人数と滞在日数が増え、「天宮 1 号」とのドッキングもや

り、女性宇宙飛行士も誕生した。2016 年には「神舟 11 号」

で 2 名の飛行士が 31 日間、宇宙に滞在した。今までは 1

週間程度だったが、搭乗人数を一人減らして食料をたくさ

ん積み込み、中期滞在を目指した。実際に飛んだ宇宙飛行

士は 11 名、延べ 14 名になり、宇宙滞在日数は 168 日。168

日というのは世界で 12 位だ。1 位と 2 位はロシアと米国

が圧倒的だが、実は3位は日本で、1,000日を超えている。

4 位から 11 位の間にヨーロッパ 6 カ国とカナダ、カザフ

スタンが続き、500 日、400 日、200 日のレベルで並んで

いる。「神舟 12 号」をやっても中国が 200 日を超えるかど

うかは分からないし、当分は 10 位以下が続くと思うが、

中国の宇宙ステーションが完成したら、あっという間に日

本は追い越されて中国が 3位に上がってくるだろう。ただ

し、1位と 2位は過去の実績があまりに大きいので当分追

い抜かれることはないと思う。この図は 2 月の「天舟 1

号」と「天宮 2号」のドッキングの様子だ。見かけ上は「神

舟」とあまり変わらない。 

 

深宇宙探査は、私は宇宙科学の範囲だと思っているが、

中国にとっては宇宙科学とは区別されて軍の仕事のよう

で、白書では“月探査”、“火星探査”、“その他”に分けて

取り上げている。月探査では今年「嫦娥 5号」でサンプル

リターンを行い、来年「嫦娥 4号」で人類初の月の裏側着

陸を計画している。月で取ってきた試料の研究も重要なミ

ッションの一つになるだろう。 

火星探査も考えていて、2020 年には 初の火星探査機

を打ち上げる計画がある。当然、サンプルリターンも考え

られていて、火星のサンプルリターンはどこの国もやって

いないので、本当に実現するかどうか興味津々だ。その他、
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小惑星探査や木星など、さらに遠くへ行くことも考えてい

る。 

ところで、「嫦娥 4号」は月の裏側に着陸するというが、

月の裏側は地球からは絶対に見ることができない。一体そ

れをどうやるのかとよく聞かれる。中国は既に「嫦娥 2

号」で地球・月系の第 2ラグランジュ点に衛星を置くとい

うことを実現している。ラグランジュ点は地球と月、それ

ぞれの引力と遠心力が釣り合っているポイントで、重力が

無く安定した状態にある。そこにデータ中継衛星を置いて、

月の裏側の着陸機から送られてくる画像や数値データを

取得し、地球に転送する計画だ。 

「嫦娥 1号」は 2007 年 10 月に打ち上げられた。日本の

「かぐや」はそれより 3カ月早い 7月に打ち上げられてい

る。「かぐや」は 1 回しかチャンスが無いということで、

高の設計を施し、高度 100km で高い分解能で観測した。

一方、「嫦娥1号」は全般的に性能が低く、観測高度も200km

であまり良いデータは得られなかった。だが、すぐにバッ

クアップ機を用いて 2010 年に「嫦娥 2号」を打ち上げた。

「かぐや」と同じように観測し、余った燃料でラグランジ

ュ点のミッションを行い、小惑星の接近観測もした。出来

ることは何でもやるという柔軟な発想だ。「嫦娥 3 号」は

2013 年の 12 月に打ち上げられ、中国は世界で 3番目の月

面着陸国となった。この時は月面に「玉兎」というローバ

ーを放出して相互通信も試みたが、そのローバーは月での

2昼夜が経ったところで故障してしまい、あまり大した成

果は得られなかったようだ。だが、そこまでのことができ

ている。中国にとっては、この経験があれば十分、サンプ

ルリターンと月の裏側に挑戦できるということだ。

2014 年 10 月に打ち上げた「嫦娥 5号 T1」は技術試験衛

星だ。月をフライバイして地球に再突入し、帰還に成功し

た。それは、サンプルリターン実験の主要なところともい

える。「嫦娥 3号」の成果と「嫦娥 5号 T1」の再突入実験

の成果を組み合わせた「嫦娥 5 号」の打上げは今年の 11

月に計画されている。 

 有人月面基地がどうなるかについてはまだハッキリと

していないが、今のペースでいけばおそらく 2025 年から

2030 年頃には短期滞在をスタートさせるのではないだろ

うか。国際宇宙ステーションには米国のビゲロウ

(Bigelow)という会社の膨張式の居住モジュール（BEAM）

が付いているが、ああいうものが月で使われれば、割と手

軽に月面基地ができると思う。そうすれば月面での長期滞

在も可能になるかもしれない。 

 技術試験衛星は宇宙インフラそのものではないので、先

ほどの宇宙インフラと定義された 3 つの衛星とは一線を

画し、新しい項目に置かれている。資料の番号がずれてい

るのはそのためだ。 

技術試験衛星では、これまでに「東方紅」や「実践」、

「創新」、「試験」、「納星」、「新験」など試験を想像させる

ような名前の衛星がたくさん上げられている。さらに、大

学や企業が製作している超小型衛星もあり、浙江大学は

「浙大皮星」というピコサット（実際はナノサットより大

きい）、その他にも「快舟」「天拓」「星辰」などいろいろ

な小型衛星が数多く上げられている。全て技術試験衛星と

いう位置付けだが、中には学生の宇宙技術教育という面が

含まれるものもある。新系列の長征 5、6、7型ロケットで

打ち上げている 近の技術試験衛星はユニークなものが

多いので、次の頁でもう一度説明するが、本当にいろいろ

な衛星が作られている。例えば「実践 13 号」、「実践 18

号」やレーザ通信だ。これは東方紅 5型だが、新世代のバ

スの試験で技術試験の範疇にある。

 次の頁に新系列の長征ロケットの初号機の衛星を紹介

した。長征 5 型 1 号機では「実践 17 号」を上げたが、こ

れは東方紅 4S 型バスの衛星で重量も 4 トンしかなく、実

に控えめだと思う。日本では 10 トン以上の重さのものを

上げなければ実証実験にはならないと思われがちだが、中

国はあまりそういうことにはこだわっていない。静止軌道

への投入を実証するという考え方だ。 

長征 6 型にはエンジンが１基しかないが、スペース X

社が開発した「ファルコン１」も 1基のエンジンだけで人

工衛星の打上げに成功した。その後、エンジンを束ねて大

きな衛星を打ち上げる形になっている。中国はスペース X

社がやっていることを殆ど踏襲しているように見えるが、

中国も長年研究し続けている。もしかしたらスペース X

社の方が物真似かもしれない。いずれにせよ、長征 6型は

たった１つのエンジンのロケットだが、20 機の小型衛星

を打上げた。衛星は全て 1kg ぐらいの小さなものだから重

量はたいしたことはないが、たくさんの衛星を一気に打ち

上げるということを含め、中国は技術試験衛星というカテ

ゴリーで様々なことをやっている。 

長征 7型は本格的なロケットで、打ち上げたものの中に

「多用途飛船返回艙」という衛星がある。今、米国は「オ

リオン」という多目的有人モジュールを開発しているが、

それを中国語に訳すとこうなるのではないかというよう

な名前だ。「多用途飛船返回艙」は有人カプセルの模擬、

シミュレーターで回収にも成功している。「翺翔之星」は

大学が作ったものだ。難しい字が使われていて意味がよく

分からないが、こういうものも上げられている。「天鴿飛

行器」の“鴿”は鳩、つまり伝書鳩を意味する。2機上げ

られているが、これは衛星間通信の技術試験だ。「遨龍」

という衛星のミッションはデブリの除去実験らしい。それ

から、「在軌加注試験装置」は、その名が示す通り、軌道

上で他の衛星に燃料を補給する実験を行う。長征 7型の 1

号機はそれ自体が試験ロケットだ。1回の打上げで試験衛

星を 5種 6機も飛ばし、それらが全て成功し、それなりの

成果をあげている。この辺りが今の中国の実力だと思う。 

射場は今まで 3つあったが、文昌が増えて 4ヵ所となっ

た。西昌はバックアップ射場になるということなので、今

後はあまり使われなくなると思う。長征 6型を文昌から打

ち上げるという話もあり、もしかすると太原も要らないと

なるかもしれない。 

宇宙管制では既存のシステムを整備していく。これから

たくさんの衛星を上げていく中で、軌道決定精度を向上さ

せるとか国際協力のネットワークを強化するといったこ

とが考えられている。 

宇宙応用の考え方はこれまでと大きく変わっている。前

5ヵ年計画では衛星種類別になっていて、地球観測衛星の
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応用、通信放送衛星の応用という風に書いてあった。だが

今回は目的別に 3つに整理し直された。一つはビジネスで

どう使うかという事業応用、二つ目が地域応用、三つ目が

公共サービスだ。どの衛星を使えばどうなるというのでは

なく、宇宙を利用してこういうことをやるためには衛星を

どう使えばいいかという変化とご理解いただくといい。 

次は宇宙科学だ。先ほどの宇宙探査と同様の整理となっ

ている。皆さんにお配りした「世界の宇宙技術力比較（2015

年度）」をみていただくと分かるように、宇宙科学の中に

探査機も入っている。今回の宇宙白書では相当離れたとこ

ろに探査機と宇宙科学を配置されているが、これが意味す

るところを考えると、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と分けて考えているからだ

と思う。例えば他の天体の資源を“領土”とは言わなくて

も利用することはできる。それをいち早く開拓して活用す

る、権益を取るというのは軍の仕事だ。それ以外の宇宙科

学－いわゆる天文観測や地球環境観測を宇宙科学という

カテゴリーにしたようで、①宇宙天文学・宇宙物理学、②

宇宙環境での科学実験、③量子科学宇宙実験、④基礎理論

及び科学応用研究の 4つを束ねている。ある意味、中国の

宇宙科学に対する取り組みが非常に整理されてきたのだ

と感じた。今までは専用の衛星を使って宇宙実験をしてい

たが、これからは宇宙ステーションで出来るようになるだ

ろうし、量子科学宇宙実験でも、量子暗号通信、エンタン

グルメント、量子テレポーテーションと新しい単語がどん

どん出ていて、欧米の量子科学者も、中国は一体、何をや

るのだと注目している。面白いことになるだろう。

中国は宇宙科学では衛星を 1 つも上げていなかったが、

いよいよ今年は HXMT という硬 X 線の天文衛星を上げて、

やっと欧米並み、日本並みに天文観測ができるようになる。

また、太陽極軌道の電波望遠鏡とか、磁気圏、電離圏、熱

圏とかを観測する MIT、X 線タイミング・偏光観測衛星や

超長基線電波干渉観測用衛星など、いろいろなことを同時

に進めている。これらのことが同時にできるということは、

すなわち中国の科学者の層の厚さを示している。これまで

なかなか進まなかったことも、今後、飛躍的に発展してい

くと思われる。 

私はかつて、文部科学省の科学技術政策研究所（NISTEP）

の客員研究官として “宇宙からの災害リスクを低減する

宇宙状況認識”というテーマの研究レポートを書き、宇宙

からの災害リスクは次の 3つであると分析した。一つは宇

宙環境として 大の問題である宇宙デブリ、二つ目は宇宙

天気、三つ目は地球近傍物体だ。今回の中国の宇宙白書で

は、今までは“宇宙デブリ”と単体の項目だったが、“宇

宙環境”という項目の中にその 3つを取り上げている。私

のレポートを参考にしてくれたのかと思った。 

宇宙デブリについて言うと、実は中国は過去に大変なこ

とをしている。使用済みの気象衛星にミサイルを命中させ

てバラバラにしたのだ。自国の衛星だから勝手に処分して

もいいと思ったのかもしれないが、ミサイルで粉砕してバ

ラバラにすれば地上に落ちてくると考えたのだろう。だが、

力学的にはそうはいかない。1機の衛星が 3,000 個以上の

デブリになってしまった。ミサイルには地球を周回するだ

けのスピードが無いので、すぐに高度が下がり落ちてしま

うが、ミサイルがぶつかって粉々になった破片には、元々

持っていたスピードを失うブレーキが無い。そのため全て

の物体がてんでバラバラに好きな方向に飛んで行き、中に

はスピードを上げたものもある。まだ 3,000 個以上のパー

ツが宇宙に残っていて、大気圏に落ちた破片は 100～200

程度だ。これは 2007 年、今から 10 年前のことだが、未だ

にこの 3,000 個を引きずっている。史上 悪の宇宙デブリ

発生事件だ。ロシアと米国の衛星が側面衝突した時もたく

さんのデブリが発生したが、それ以降は大きな事故はない。

宇宙には数万個のデブリがあり、小さいものまで含めると

数限りなくあるが、観測できるサイズのデブリではこの 2

回の事故が大きい。流石に中国もこのやり方はまずいとな

ったと思うが、米国は非常に警戒するようになり、2013

年 5 月に中国が 1 万 km まで打上げた観測ロケットは静止

衛星を狙っているのではないか、衛星を壊そうというアン

チサテライト実験なのではないかと、かなり慌てたことが

ある。中国によると、それは科学観測実験で、1 万 km の

上空でバリウムを 500kg 放散したということだったが、そ

ういう経緯もあった。

 今朝、急遽、書き足したのでお手元の資料には載ってい

ないが、今後の懸念として宇宙からの災害リスクがある。

非常に顕著な例が「天宮 1 号」だ。当初計画では、「天宮

1号」は 2年経ったら地上からの指令で再突入させること

になっていた。それがつい 近までずっと運用していて、

「天宮 2号」も上がったので、そろそろ落とそうとなった

のだが、地上からの指令が利かない。つまり、制御不能状

態になっていて、適当なところで落とすことができない。

どこに落ちてくるか分からないのだ。大気圏の再突入時に

全てが燃え尽きる設計にしてあればいいが、もしかすると

残骸が地上に落ちてくるかもしれない。それが大都市だっ

たら大変だ。そういった宇宙からの災害リスクを中国は自

分自身で抱えている。 

宇宙デブリの対策には、観測と低減、保護がある。観測

では専用の望遠鏡をつくり、低減では“鈍化”といってロ

ケットのスピードを落として早く落下させる。危険の出な

いところで落としてデブリにしないという対策も取って

いる。宇宙ステーションもつくっていくので、衝突保護に

ついても研究開発しているところだと思う。

APSCO（アジア太平洋宇宙協力機構）では APOSOS という、

各国が光学望遠鏡で宇宙物体を観測するプロジェクトが

ある。光学望遠鏡で観測するには、太陽が陰に隠れながら

も宇宙空間を照らしている明け方と夕方の 2 回しかチャ

ンスがない。だが、全世界で観測すれば時間帯のチャンス

が広がる。APSCO の参加国にはイランやペルー、トルコも

含まれるので、それらの国が入れば広い範囲をカバーする

ことができる。地球の約半分のエリアが観測範囲となるの

で、時間差でどこかが観測可能となる。実に面白い試みだ。 

 宇宙天気予報という言葉を聞かれたことがあるだろう

か。実はこれは結構恐ろしいことで、例えば、太陽フレア

が地上の送電線に影響してダウンさせてしまうとか、人工

衛星の太陽電池が全部壊れてしまうとかいう話だ。それを

防ぐために日本では NICT（情報通信研究機構）が宇宙天
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気の研究をしている。中国ではどうかというと、NICT の

人によると 6 つの研究機関がそれぞれ独自にやっている

らしい。中心的に取りまとめているのは、日本でいう宇宙

科学研究所である国家宇宙科学センターの空間天気国家

重点実験室だ。毎年、研究課題を設けて、いろいろな研究

機関から多数の応募を受けているという。 

宇宙天気には“子午プロジェクト”という大規模なプロ

ジェクトがある。東西南北でいろいろな観測機を置いて組

み合わせ、地球を取り巻く宇宙環境を総合的に観測しよう

というプロジェクトだ。 

地球近傍物体（NEO）の観測も行われている。火星と木

星の間には多くの小惑星があるが、衝突などで粉砕される

と思わぬ方向に飛んでいくことがある。太陽から見て地球

の内側に近日点がある場合は、地球軌道と交差するような

動きをするので、地球にぶつかる可能性も出てくる。今年、

もしかしたら大きいものが落ちてくるかもしれないとい

う情報もあり、中国科学院の国家天文台に属する紫金山天

文台が江蘇州と安徽省の境界付近に「盱眙天文観測站」と

いう観測施設をつくった。ちなみに、日本には岡山県にス

ペースガード協会が運用する宇宙デブリ観測施設がある。

私は日本宇宙フォーラム（JSF）にいる時に、その施設を

建設するプロジェクトをやらせてもらい、宇宙デブリや地

球近傍物体の観測方法を勉強して、普通の星ではない物体

を探せるようにした。今、中国ではそういうことをやって

いる。 

 さて、国際協力だが、中国は日本と米国以外の殆どの国

と協力していると言っている。 近は米国が宇宙状況監視

（SSA）で協力しようという話を中国に持ちかけているよ

うだ。日本は中国の事を知らなさすぎると思う。協力の芽

はあるものの、直接的な協力の話が具体的にはなかなか進

まない。だが、中国は欧州やロシア、インドなど世界中の

殆どの国々と協力しているという。例えば、欧州とは地球

観測のドラゴン計画、あるいは乏しい周波数帯を欧州と中

国でうまく調整して使い分けながら行う航行測位システ

ム（欧州はガリレオ計画）。インドとも通信衛星や地球観

測衛星の研究開発を一緒にやっている。中国の視点では、

常にオープンにやっているということだ。

今後の国際協力でも積極的にオープンな姿勢を取って

いくという。例えば、宇宙ステーションにはドッキングポ

ートが全部で 6つあり、中国はその内の 3つか 4つを使う

が、残りのポートに外国のモジュールを付けてもいいと言

っているし、外国人の宇宙飛行士も乗せると言っている。

中国では CNSA が国際協力の窓口組織になっている。今後

もいろいろな分野でやっていくだろう。 

先ほど紹介した APSCO について少し補足すると、2015

年からメキシコがオブザーバーとして参加するようにな

った。昨年のシンポジウムはペルーで開かれている。マレ

ーシアとの協議を3月10日に行ったという発表もあった。

分担金の話があったところをみると、マレーシアも APSCO

の加盟国となるかもしれない。 

 JST では現在、お配りした 2015 年版の「宇宙技術力比

較」の 2016 年版を検討している。長征 5 型の成功があっ

たので、宇宙輸送ではこれまで 10 点満点の 4 点しか付け

られなかったところを、今回は 6 点アップの 10 点満点で

付けることになるだろう。衛星通信ミッションも増えてい

るし、ドラゴン計画も第 3期が完了して中身も大分、分か

ってきた。宇宙科学では中国しかやっていない量子科学も

ある。中国の加点と他国の減点で中国の立ち位置は相対的

に上がっていく。また、東方紅 5 型バスが実現し、「嫦娥

5号」のサンプルリターンが成功すれば、2017 年度版では

さらなる加点が見込まれる。世界の主要国と比較した姿を

引き続き見ていきたい。 

ここに今後の打上げ計画をまとめた。宇宙ステーション

の 3つのモジュールに「天和」、「問天」「巡天」とあるが、

「天和」が中心となっていて、「問天」はいわゆる科学実

験、「巡天」の方は天文観測をやると聞いている。 

前回 2015 年の講演以降、中国は「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規定し、

宇宙開発は着実に進んでいる。今回、発表された宇宙白書

には、今後 5年間とそれ以降の主要な宇宙ミッションが示

されている。お配りしたものは中国語の原文に忠実に翻訳

している。是非、利用してほしい。長征 5型の打上げが始

まり、宇宙利用、宇宙探査、有人宇宙活用とあらゆる方面

で世界 高レベルの宇宙活動を展開する体制が整ったと

言ってもいいだろう。今日のタイトルである“飛躍的に発

展する”というのは、これから本格的に、飛躍的に発展す

るという意味である。 

【質疑･応答】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

非常に幅広い内容のお話を伺った。それでは早速、会場

から質問を受けたい。 

（フロア）

量子衛星というのはどういう衛星なのか。

（辻野） 

 実を言うと、私自身も量子科学のことをあまりよく分か

っていない。自分が勉強した範囲で答えさせてもらいたい。 

数年前、ある電気メーカーの量子通信を研究している人

に聞いたところによると、量子通信の原理は分かるし、ご

く短距離の実験はできるが、どれくらい遠距離に伝達でき

るかが大きな問題だという。量子の伝送方法で考えられる

のは光ファイバーの中を通す光ケーブルと、空間を伝播さ

せるというやり方の 2 つらしいが、どちらも 100km に届か

ない。地球が丸いということもあるので、地上では 100km

以上届くことがない。そうなると、一般的な通信に使える

のかという問題になる。ウィーン大学の教授もそういった

ことを研究していて、大気層は 10km あるが、人工衛星を

使えば行きで 10km、帰りで 10km。往復 20km だけ厚い空気

層を通過すれば、後はほとんど空気が無いから青天井でい

くらでも飛ぶのだと考えた。その原理を中国の研究生が中

国に持って帰った。量子通信ではエンタングルメントとか

量子もつれといわれる、一個の光の波動性、物質性、粒子

性を組み合わせた現象を使うが、通信内容を盗もうとする

と量子状態が変わるため、取得データの意味が無くなると

言われている。つまり、秘匿性に優れており、暗号通信
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に使えるのだが、問題は伝送距離で、それを克服する手段

が人工衛星の利用だという。それで中国は「墨子」という

衛星を打上げた。まだ 1,000km というレベルだと思うが、

静止軌道に飛ばすことができれば往復 7 万 km だろうが宇

宙空間では関係ない。そういうことができるということを

中国は世界で初めて実証したと思う。 

 

（フロア） 

 デブリについて伺いたい。先週も何かを壊したというよ

うなニュースがあったように思うが、2007 年にそんなこ

とをやっていたとは知らなかった。1か月前に日本の JAXA

で“尻尾をぶらさげる”計画（「こうのとり 6 号」による

“導電性テザー”を利用したデブリ除去システムの実験）

があったが、あれで解決できるのだろうか。他に解決策は

あるのか。 

 

（辻野） 

あの実験がうまくいったとは聞いていない。宇宙デブリ

を低減、除去するのはたいへん難しい。私は日本宇宙フォ

ーラムにいたときに衛星設計コンテストを担当していた。

“デブリを退治する衛星”というテーマを出したところ、

面白いアイデアがいろいろと出てきて、アイデア大賞を取

ったのは東北大学の“タコ衛星”だったと記憶している。

タコのように長い足でぐるぐる巻いてデブリを掴み、抱き

かかえて一緒に落下するというものだ。日本では衛星同士

がくっついたり離れたりするミッションを「おりひめ・ひ

こぼし」（技術試験衛星 7型）でやっている。「おりひめ・

ひこぼし」は結合機構が設計されていて協力的にドッキン

グしてくれる。しかし、デブリにそんな協力は期待できな

い。非協力型の衛星への対処が必要だ。そこで、東北大学

の学生が考えたのは、長い鞭のようなものを対象物に巻き

つけて一緒に落ちるというものだ。 

衛星を一つ打ち上げるにはロケットが必要だ。ロケット

自体が新たなデブリになる。既存のデブリを一つ退治する

くらいでは全体数は減らない。何千個、何万個と掃除機で

ホコリを吸い取るみたいに除去できたらいい。今回の

JAXA の実験はそういうことを狙っていた。電磁的な力を

加えて対象物のスピードを減速させ、落下するよう仕向け

るという実験だった。だが、紐というのが難しい。力学的

に、地球の中心に対して同じように回ってくれない。鉄道

であれば線路に傾きをつけてカーブをスムーズに曲がっ

ていくことができるが、宇宙では平行運動を保っていく上

手い方法がなく、大体、もつれてしまう。そのためテザー

実験でまともに成功した例がない。宇宙エレベーターも難

しいのではないかと思う。それでもデブリ除去は必要だ。

JAXA の実験が成功して、私の懸念を打破してくれると嬉

しい。 

 

（フロア） 

 普段はニュースに流れることしか知り得ないので中国

の宇宙開発がこれほど多岐に及んでいるとは知らなかっ

た。宇宙デブリ対策のところに“保護”とあるが、デブリ

はスピードが速い。対する衛星の速度も早いので、ぶつか

ったら対処のしようがないと思う。壁が役に立つのか。 

 

（辻野） 

デブリの大きさにもよる。宇宙ステーションは人命がか

かっているのでデブリ対策を一生懸命している。日本の実

験棟「きぼう」は、宇宙ステーションの真正面にあるので

ぶつかりやすい。そこで、小さなデブリが衝突しても大丈

夫というようなバンパーを付けている。予め計算していて、

かなり大きなデブリと衝突する可能性がある時はデブリ

回避マヌーバという上下の動きで衝突をかわしている。ど

の方向からデブリが飛んでくるかは分からない。 悪のケ

ースは正面衝突だ。衛星速度の2倍になるので秒速18km、

新幹線の 200 倍というスピードになる。1mm 程度の小さな

デブリでもぶつかったら致命的だ。中国も有人宇宙ステー

ションをやるのであれば、人命を尊重するためにもデブリ

からの保護対策を何としてもやらなければならない。中国

がどれくらいの対策を取っていくのか関心をもって見て

いる。 

 

（倉澤上席フェロー） 

 私からも質問させてほしい。 近の日本の宇宙開発の状

況はどうだろか。あまり活気が無さそうで気になっている。 

 

（辻野） 

 今朝、H-ⅡA 33 号機の打上げ成功のニュースがあった。 

私が JAXA で特許権などを扱う知財担当課長をしていた

時、H-ⅡA の設計ノウハウと特許を三菱重工に移管する現

場に立ち会った。確かに予算面で渋いところもあり、なか

なかうまくいかない面もあるが、JAXA 職員の士気は高い

し、日本の技術者、メーカーの従業員の品質に対するこだ

わりは世界に誇れるレベルだと思う。そんなに悲観したも

のではない。 

 

（フロア） 

 中国の宇宙開発予算は日米に比べてどの程度のものか。 

 

（辻野） 

 米国に比べると規模は遥かに小さく、欧州よりも小さい。

だが、日本の宇宙予算よりは大きい。ロシアは 近、打ち

上げていないのでどうなっているか分からないが、民事衛

星、民間用途の開発に関していえば、中国はロシアを上回

るとみている。また、予算として明確には言えないが、中

国では軍がやる部分もあるので、目に見えないお金が使わ

れているところもあると思う。例えば、日本で射場をセキ

ュリティ的に防御するには、どこかの警備会社と契約し、

伝票を書き、会計検査を受けるというように大変な手間が

かかる。中国は射場をどう警備するかというと、たくさん

の軍人が銃を持って立っている。契約ではなく身内がやっ

ているようなものだ。燃料を輸送するにしても、日本では

会計検査院から 1トン当たりいくらかかるのか、どういう

根拠で価格を算定するのかと聞かれて大変だが、中国では

軍用車が配送する。手間をかけずに都合よくやっていると

いうことだ。我々には真似できない。 

 

（フロア） 

 中国が宇宙強国を目指すという話になると、軍主導で宇

宙開発が進められるとか、安全保障上の脅威が大きくなる

とか紹介されることが多いが、実際のところはどうなのだ

ろうか。今日はあまり軍事関係の話はなかったが、例えば
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GPS では欧米と同じことをやっているような気もする。科

学ミッションも増えているということだったが、どういう

方向に進んでいるのか。もしくは軍事的観点から宇宙開発

を進めるのが常なのだろうか。 

 

（辻野） 

私は軍事の専門家ではないのであまり詳しくは言えな

いが、感触として、人民解放軍が宇宙の仕事をするという

のは平和的利用として良いことだと思う。軍という名前に

とらわれがちだが、皆、同じ人間同士、手柄も立てたいし

有意義な貢献もしたい。もっと言えば、習体制の下では軍

とか民とかいう区別が内部にはあまり無いように思える。

ロケットの打上げでは軍の人と民の人が隣り合って一緒

に座り、軍服を着た軍人と白衣や作業服の民間人が抱き合

って喜ぶ。軍だからどうという感じではない。 

軍事通信衛星と民事通信衛星では何が違うかというと、

それは、軍が使う包丁と家庭で使う包丁は同じだと言うの

と同じだ。包丁は料理に使うのであって人に危害を加える

ために使うものではない。使いようによっては殺人兵器と

なり得るツールかもしれないが、それをどう使うかはその

時の社会情勢や政治家の判断によるものであって、 初か

ら軍備のために宇宙をやるのではない。国家安全法で述べ

られているように、社会基盤を守っていくためのインフラ

だと位置付けられている。災害対策や農業などをきちんと

していくのが政治の役割だ。そういう観点で使われている

限りは平和利用だと頷かざるを得ない。悪く言えば何でも

できるから、どこまでも疑える。中国は既に、生物兵器や

化学兵器を任意の場所に落とすくらいは簡単にできるだ

けの力を持っている。その力をどう使うかが問題なのだ。

世界平和のためには、人民解放軍や政府の人が、宇宙の平

和利用は楽しいなと一生懸命やってくれたらいい。 

 

（フロア） 

 近の様子は非常によく分かった。急にこういう状態に

なってきたのか、あるいはかなり昔から地道に宇宙開発を

やってきた成果なのか、あるいは当時の技術をうまく取り

入れたのか、技術的な背景を伺いたい。 

 

（辻野） 

資料の 42 頁、国際協力のところをみてほしい。元来、中

国は「自力更生」として何でも自分達でやっていくのだと

していた。だが、 近の「自力更生」が意味するところは

違ってきている。外国に良いものがあれば積極的に使おう、

例えば鉄道なら、日本の新幹線は素晴らしいからそれを利

用して改良を加えて、ハルビンまで行けるような、日本で

はできないような高寒冷対策を施した電車を作って世界

一だと宣言しようという風になっている。昔はソ連が主流

で、ソ連から技術導入していたが、ソ連の発展が鈍くなっ

てきたので欧米にシフトした。地球観測では完全にヨーロ

ッパに倣っている。人材面では「海亀政策」があり、米国

の宇宙企業で就職した人や留学生、経験者を呼び戻してい

る。中国科学院の職員募集要項を見ると、米国に行った経

験がなければ難しいというようなスペックだ。昔、当時の

宇宙開発事業団は米国のデルタロケットを作っている会

社（マクドネル・ダグラス社、現ボーイング社）から、液

体式ロケットの技術をノウハウから製造にいたるまで全

て教わった。そして今日の日本がある。中国もある程度は

そうしているが、むしろ外国で修行した人が戻ってきてい

る。以前は高卒の人が多かった宇宙産業界も、今は 7割く

らいが大卒だ。人数は変わらないが作業能力が大きく向上

している。作業量は多いが給料が高いので皆、寄ってくる。

方や今のロシアでは、宇宙産業よりハンバーガーショップ

でアルバイトした方がまだ稼げるというほどに士気が下

がっている。実を言うと、米国でも白人で航空宇宙をやり

たい人が減っていて、ヒスパニックや中国など外国系の人

材に頼っている面がある。だが、中国は中国人の力だけで

発展できるような人材的な仕掛けを 10 年前からやってい

る。10 年前に文科省の仕事で調べた内容が今も有用だと

思う。 後のページに紹介した HP に中国の人材育成の問

題などがあるので参考にしていただきたい。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 時間になったので、これで今回の研究会を終了する。 

 

               （了）
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2．講演資料 
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