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では「だいち（ALOS）」のデータ通

信速度が世界で一番高速で、

278Mbps（データ中継衛星経由の場

合）です。静止軌道上のデータ中継

衛星「こだま」（DRTS）に一旦デー

タを渡して、地上局にダウンリンク

しますので、伝送レートが上げられ

るというメリットがあります。米国

の場合は、データ中継衛星「TDRSS」

を静止軌道上に複数機浮かべており、

どこからでもTDRSSにデータを渡す

ことができます。中継衛星が３機あ

ると原理的には地球上のどこにでも

データを渡せますが、JAXAは1機し

か持っていません。中継衛星の公称

能力はTDRSSの方が少し高くて

330Mbpsぐらいの転送能力がありま

す。ただし、米国のユーザー衛星は、

それほど高速の

衛星がありませ

んので、NASA

が興味を示し

て、「だいち」

が観測したデー

タを「TDRSS」

を中継して伝送

する実験を昨年

成功させています。

山本 「だいち」は、24時間ずっ

とそのスピードでデータを送り続け

ているのですか。

富岡 送ることは可能ですが、災害

とか国土管理は、海洋のデータは不

要で、陸地の他は沿岸域や島を撮っ

てくださいとか言われますので、間

欠的に送っています。ただし、衛星

の設計は「運用デューティ」と呼ん

でいますが、100％のデザインをし

ています。つまり、24時間365日観

測したデータを送り続けるようにシ

ステムを設計しています。地球を回

る観測衛星は、100分程度で地球を

１周（50分が昼、50分が夜）して

山本 衛星から基地局に送られてく

るデータの量であるとか、速度とい

うのはどの程度ですか。

富岡 公表されている観測衛星の中

地球観測・災害状況の把握・資源探査など幅広い分野での利用を目的にした「だいち」（ALOS）や、温室効果ガスの濃度
分布を観測する「いぶき」（GOSAT）。今回は連載の第2回目として、我々に非常に馴染みの深い、観測衛星の秘密に始ま
り、研究企画やプロジェクト開発における仮説のマネジメントの重要性、宇宙航空プロジェクトのフェーズ管理について紹
介する（編集部）。
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いますが、１日ですと 40％程度の

稼働率だと思います。

山本 分機能はどれくらいですか。

富岡 分解能は小さく、2.5mです。

米国の商業高分解能衛星は1mを切

っていますし、軍事衛星はそれより

も高い分解能で設計されていると思

います。

山本 その場合人の顔を識別できま

すか。

富岡 いわゆるCCD、光電子変換

のセルを使った場合、今の技術では

5～10μのセルサイズが最小で衛星

の高度を下げても10～20cm程度の

分解能が最大と思います。物の判読

には分解能の4倍程度必要ですので

顔の識別は無理ですね。

もっと分解能を上げようとすれば、

軌道を可能な限り下げてフィルムを

用いて回収の形になると思います。

700kmの軌道を350kmに下げれば、

倍の分解能になりますが、200kmく

らいになると衛星が地球の引力に負

けて、エンジンを吹かさない限り、

すぐに落ちてしまいます。

先ほどの光を電気に変える性能だ

けではなくて、分解能を上げていく

と光の回折限界というファクターが

あり、レンズの大きさで決まってし

まいます。したがって、非常に大き

なレンズが必要になる。２mのレ

ンズを加工する技術は、わが国には

ありません。今１mくらいですね。

現在の日本が持っているすべての技

術を結集しても、顔の識別は残念で

すができません。

山本 その点については、技術ロー

ドマップでは、どのように位置づけ

ているのですか。

富岡 その研究を今回、コールアイ

テムとして入れて、承認されました。

静止軌道上からある分解能で常時観

測する。気象衛星みたいに常時観測

する。大口径のものも含め分解能が

高いセンサを搭載した衛星を打ち上

げれば、山火事等ある規模の災害状

況が常時見られます。

山本 地上のいろんな出来事が常時

全部見られるということですね。

富岡 そういうことです。光学的に

見るのか、電波で見るのか、いずれ

にしてもリモートセンシングは波長

で全部処理しますので、可視光なの

か可視光でないかの違いです。また

レーダである周波数をたたいて、戻

ってくる波長の特徴を見る。その組

み合わせですね。

山本 情報処理的な勝手なことを言

わせていただくと、災害とは何かと

いうことが、ある程度画像的に定義

できるようになると、見なくてはい

けないものだけを衛星上で選別し、

送ってくることができますね。

富岡 まさしくそれがしたいので

す。しかし、なかなかできません。

当然、災害の閾値を出せれば、それ

以外は無駄なデータ通信になりま

す。実は今、雲が邪魔なんです。雲

をオンボードで識別して、そのデー

タは送らないでおくというのを早く

実務に持ち込みたいと思っていま

す。現状でもある程度雲を識別でき

るセンサもありますが、地上側の負

荷を前提にとりあえず全データを送

ってしまっている。現在は、高性能

な雲センサに特化した研究もしてい

ます。

山本 それはハードウェアですか。

富岡 ハードです。オンボードで１

回識別して、その時のデータはもう

捨てる。オンボードで捨てることが

できれば一番いいわけですが、まだ

そこまで行っていません。逆にいう

と、地表を見ているけれど、雲のデ

ータを見て間違わないようにという

補足の観測として使いだしています。

例えば、温室効果ガス観測技術衛

星「いぶき」（GOSAT）は、地表

の二酸化炭素とメタンを観測してい

ますが、地表から宇宙までのトータ

ル量をリモートセンシングはカウン

トします。問題なのは雲が間に入る

と、雲をカウントしてしまう。誤カ

ウントです。このため、このデータ

は雲がひっかかっているので、評価

の際に補正してくださいという、補

助情報として利用されつつありま

す。オンボードの負荷で自動処理す

るところまでは手をつけていませ

ん。でも早晩そうなると思います。

ちなみに「だいち」は、光学セン

サ２種（白黒、カラー）、レーダ１

種の３種のセンサが搭載されてま

す。白黒の画像用が2.5mの分解能

で、。それが３台付いています。24

度ずつ振っており、直下と前方と後

方を見ています。僅かな時間差がで

ますが、立体視データが得られ標高

が抽出可能です。その３台のデータ
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山本 それはずっとこれからもスト

ックされ続けるのですか。

富岡 するんですね。

山本 すごいですね。ストレージが

大変ですね。どこで行っているので

すか。

富岡 埼玉県の鳩山町というところ

に、受信処理所があります。そこで

処理して、最初のオリジナルデータ

だと効率が悪いので、1次処理した

データをアーカイブしています。私

は、できれば雲を外してアーカイブ

しようと言っているのですが、雲な

のか雲でないのかを識別するために

は、1次処理だけではなくて３次処

理までする必要があります。画像情

報を処理するために、マシンの負荷

が大き過ぎて困難です。あるアルゴ

リズムを使ってそれほど緻密な計算

をしなければ、準リアルタイムに雲

くらいは見えるのですが・・・・。

山本 その意味では、まだまだ画像

解析技術の進展が望まれるというこ

とですね。

富岡 そうです。逆に言いますと、

宇宙戦略本部の幹部からは、とにか

くエンドユーザーとして広範な人を

想定し、インタフェースを非常にシ

ンプルにして、素人でも使ってみよ

うかなと思うようなデザインとサー

ビスにすべきだと指摘されています。

山本 システム開発の場合も、最近

はクラウドコンピューティングな

ど、インターネット上でサービスを

提供するケースが増えています。そ

うすると、ユーザーの声を聞きなさ

いと言われても、ユーザーがどこに

いるか分からないため、その人ごと

に最適なインタフェースをデザイン

するのは、ほとんど不可能という話

が非常に多くでてきています。結局

は、仮説のマネジメントをやるしか

ないと思っています。つまり、“こ

の場合だったらこうでしょう”とい

うものをスケーラブルに少しずつ展

開できるようにする。それくらいし

か思いつかないですね。

富岡 まさに社内の研究企画につい

ては、私の口からもよく出るのです

が、まず仮の境界条件なり、仮のシ

ナリオを書きなさいと。それで、そ

の一層下の必要な具備条件を練り直

すことで、必要な技術が見えてくる。

最初からこまごました技術をやらせ

てくださいということだと、何に使

われるか分からない。虫食いになり

やすい。従って許可が得られないと

いうループに入り易い。

まず仮説を立てる。その仮説がリ

ーズナブルかどうかは、本当のとこ

ろはよく分からないかもしれない

が、ビジビリティをもった形で、研

究企画書を書くべきだと指導してい

ます。それらの仮説に対しては経験

のある幹部からは結構よいコメン

ト、アドバイスが出されます。

山本 その意味では、新しい技術開

発をする時だけではなくて、仮説の

マネジメントはプロジェクトのリス

クマネジメントをする上でも、必要

な こ と か な と 思 う の で す

が・・・・。

富岡 そうですね。特に新規物、先

のオリジナルのレートは 1Gbpsで

あるため、約1/4に圧縮して送信し

ています。

山本 データを暗号化とか符号化さ

れているのですか。

富岡 データの質を落とさないため

復調してエラーがコレクションでき

る形での符号化処理を行っています

が、セキュリティをそれほど考えて

いませんので、暗号化は行っていま

せん。

山本 衛星は、オペレーションして

初めて真の価値が生まれる。その意

味では情報システムと非常に似てい

ますね。

富岡 情報の量が膨大になりますの

で、まさにそうですね。ちなみに

「だいち」を打ち上げて、3年半く

らいになりますが、打ち上げて半年

後くらいから観測センサを本格的に

動かし始めています。実質3年くら

いの運用になりましたが、この間蓄

積したデータ量は、2PB（ペタバイ

ト）くらいになっているそうです。
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物というのは、ターゲットが100％

実像を結んでいないところでは、ガ

ッチリとした規定でなく、柔らかな

インタフェースで要求に対応して行

きます。だからといって、システム

が曖昧なスペック、スケジュール、

資金では動かないわけです。仮に作

って、間違っていないか、あるいは

角を取らないといけない、辺を削ら

なければいけないというのは、タイ

ムリーに管理していけば良い。それ

が我々の基本的な考え方です。

山本 前提条件が明確になっていな

いと、なぜそのシステム、コンポー

ネントが動くのか定義できないのと

同じように、前提条件が変わった時

に、新たなリスクが発生するわけで

す。前提条件なり、仮説をマネジメ

ントできないと、プロジェクトは成

功しないのではないかと思います。

富岡 そのとおりです。プロジェク

トの場合、前提条件が見直されると

技術、スケジュール、資金、リスク

に即影響しますので、よりタイムリ

ーな変更管理が必須です。この場合

は計画の見直し審査で精査する仕組

みが定着しています。一方、研究の

場合は時間的には余裕があるが故、

後手後手になりやすいし、チェック

が多少甘くなりがちのところがあり

ます。質の高い研究とするためにも

マネジメント面の工夫を図っていま

すがまだまだ改善の余地大ですね。

山本 何かしらドキュメントのフォ

ーマットのようなものはあるのでは

ないですか。

富岡 あります。一応ルールがあり

まして、プロジェクトマネジメント

なり、技術・リスクマネジメントの

ステップはどうあるべきかなど、規

定、要領化を図っています。いろん

な機関のノウハウを勉強しながやっ

ています。ちなみにNTTデータさ

んのある種の講演の資料もファイル

されています。

40年ほど前になりますが宇宙航

空の世界は、米国（NASA）が一番

進んでいましたので、NASAから技

術導入したわけです。何を一番教え

られたかというと、フェーズ管理で

す。まず最初に計画段階があって、

計画を固定（決定）すると実務段階

に入ります。もう少し細かく言うと、

概念検討が一番最初に入ります。そ

の前には当然、萌芽的な要素研究が

あります。

システムの意識を始めるのが概念

検討です。このフェーズで、どうい

うものをやりたいのか、どういうも

のを提起したいのかを検討します。

それからそれをザクッとした数値化

を行うのが、概念設計（次のフェー

ズ）です。その次に主要技術の試作

検証、基本仕様を設定する基本設計、

全ての仕様を設定する詳細設計と続

き、最後のフェーズがフライト品の

製作、試験、打上げの維持設計です。

こういうフェーズ管理が、NASAか

ら技術導入した時のイロハの部分で

す。プロジェクトはそのフェーズを

終了するにあたって、成果と次の計

画に関するチェック（審査）を受け

ます。そこで、100点満点がとれる

ケースはほとんどないため、宿題が

残ります。宿題の難易度、対策の妥

当性を評価し、宿題をいつまでにや

りなさいよと付帯事項を付けて、次

のフェーズへの移行を判断します。

これがフェーズ内管理です。

山本 移行できるかどうか、プロマ

ネにとっては極めて重要ですね。

富岡 フェーズアップというのがプ

ロジェクトにとってものすごく大き

なパスになります。パスを越えない

と次に行けませんので、次の資金が

来ないということと同義語です。さ

らに、特に大規模な計画は国のフェ

ーズアップ可否の審査をクリアしな

ければなりません。国はもう少し大

きな括りというか、開発を許可する

か許可しないかを決める、「開発移

行」というパスになります。開発移

行は、先ほどお話した基本設計フェ

ーズに移行してよいかどうか。すな

わち、企業とハードウェアイメージ

（エンジニアリングモデル）を契約

していいかどうかを決定するフェー

ズです。

（以下、次号に続く）
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