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【凡例】 

特に指定がない場合、本文中において使用する用語は、法及び規則において使用する 

用語の例によるほか、本文中の略語は下記を意味するものとする。 

・ 法：  人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 

（平成 28年法律第 76号） 

・ 規則： 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 

（平成 29年内閣府令第 50号） 
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 はじめに  

人工衛星等の打上げに係る許可を受けようとする者、人工衛星の打上げ用ロケットの型

式認定を受けようとする者、打上げ施設の適合認定を受けようとする者及び人工衛星の管

理に係る許可を受けようとする者は、法及び規則に基づいて、内閣総理大臣に申請を行う必

要があります。 

本マニュアルは、当該各種申請に関し必要な事項について解説するものです。 

 

 

 申請について  

 申請の種類  

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する申請には、主に以下の 4種類がありま

す。 

・ 人工衛星等の打上げに係る許可 

・ 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定 

・ 打上げ施設の適合認定 

・ 人工衛星の管理に係る許可 

 

 申請プロセスの種類  

 人工衛星等の打上げに係る各種申請プロセス  

人工衛星等の打上げに係る許可の申請プロセスについて、型式認定又は適合認定の有無

による申請フロー、標準処理期間及び申請に必要な書類を図 1に示します。また、人工衛星

等の打上げに係る許可に関する各種申請フロー、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定

に関する各種申請フロー及び打上げ施設の適合認定に関する各種申請フローを図 2 から図

4までに示します。 

国内に所在する打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、

許可を受ける必要があります。 

なお、法の全面施行の前に人工衛星等の打上げを終えたものや、人工衛星を搭載しない弾

道ロケットの打上げは、本申請の適用対象外となります。 

人工衛星等の打上げに係る許可、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定及び打上げ施

設の適合認定の申請者は、それぞれ別の事業者でも、同じ事業者でも構いません。ただし、

打上げ施設の適合認定は、型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットに対応して申請

するものであるため、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定がない場合は、打上げ施設の

適合認定の申請を行うことはできません。 

 

 人工衛星の管理に係る各種申請プロセス  

人工衛星の管理に係る許可に関する各種申請フローを図 5に示します。 
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国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う場合は、国外で打ち上

げられる人工衛星であっても人工衛星の管理に係る許可を受ける必要があります。また、定

常運用に用いる人工衛星管理設備が海外に所在する場合でも、初期運用等、一部期間で国内

に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う場合においては、許可を受け

る必要があります。 

なお、法の全面施行の際、現に行われている人工衛星の管理については本申請の適用対象

外となります。ここで、現に行われている人工衛星の管理とは、一般的には既に軌道上で人

工衛星の管理が開始されていること（海外に所在する人工衛星管理設備のみを用いてその

管理が開始されている場合を含む）をいいます。 

本申請は、人工衛星等の打上げに係る許可の申請とは別に、人工衛星を管理しようとする

者が申請してください。 
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図 1 認定の有無による人工衛星等の打上げに係る許可の申請時の申請フロー、標準処理期間 

及び申請に必要な書類  

標準処理期間 １箇月～３箇月 １箇月～３箇月 ４箇月～６箇月 

打上げに係る許可

の申請に必要な書

類 

（チェックリスト） 

□申請書（様式第 1） 

 

以下を添付する必要があり

ます。 

□申請者に係る書類 

□申請書（様式第 1） 

 

以下を添付する必要があ

ります。 

□申請者に係る書類 

□打上げ施設が型式別施

設安全基準に適合して

いることを証する書類 

□飛行中断措置その他の

人工衛星の打上げ用ロ

ケットの飛行経路及び

打上げ施設の周辺の安

全を確保する方法を記

載した書類 

□人工衛星の打上げ用ロ

ケットと打上げ施設の適

合性を確保する技術的

条件及びその条件に適

合していることを明らか

にする書類 

 

□申請書（様式第 1） 

 

以下を添付する必要があります。 

 
□申請者に係る書類 

□人工衛星の打上げ用ロケットの設

計がロケット安全基準に適合してい

ることを証する書類 

□飛行中断措置その他の人工衛星

の打上げ用ロケットの飛行経路及

び打上げ施設の周辺の安全を確

保する方法を記載した書類（ロケッ

ト関係） 

□人工衛星の打上げ用ロケットと打

上げ施設の適合性を確保する技術

的条件を記載した書類（ロケット関

係） 

□人工衛星の打上げ用ロケットの飛

行実績又は試験結果を記載した書

類 

□人工衛星の打上げ用ロケットの信

頼性の評価結果を記載した書類 

□人工衛星の打上げ用ロケットが設

計に合致していることの確認方法

を記載した書類 

□打上げ施設が型式別施設安全基

準に適合していることを証する書類 

□飛行中断措置その他の人工衛星

の打上げ用ロケットの飛行経路及

び打上げ施設の周辺の安全を確

保する方法を記載した書類（打上

げ施設関係） 

□人工衛星の打上げ用ロケットと打

上げ施設の適合性を確保する技術

的条件及びその条件に適合してい

ることを明らかにする書類（打上げ

施設関係） 
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図 2 人工衛星等の打上げに係る許可に関する各種申請フロー  

打上げを終えた、
打上げ実施者の死亡、
法人の破産、解散

人工衛星等の打上げを
予定

申請

許可

申請した事項に
変更する予定があるか？

あり

なし

変更の内容

許可が必要 届出

変更の届出

【3.3.2項】変更の許可申請

【3.3.1項】

【3.3項】

【3.1項】

事業の承継を行うか？
行う

行わない 譲渡・合併・分割
分割

合併

合併認可申請

【3.4.2項】

分割認可申請
【3.4.3項】

【3.4項】

譲渡

譲渡及び譲受
け認可申請

【3.4.1項】

許可
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