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次期技術試験衛星に関する研究開発の概要

通信ミッション技術

光フィーダリンク技術

バス関連技術（文部科学省・JAXA）

化学推進 電気推進（オール電化）

光フィーダリンクの
イメージ

既存衛星のシングルビーム HTSのマルチビーム

u 電気推進（オール電化）を採用し、打ち上げ時の衛星の質
量を削減することにより、打ち上げコストの大幅な低減を可
能とする。

u 供給電力の大電力化により、通信容量の増大に貢献。

u ハイスループット衛星用フィーダリンクに対応可能な10Gbps
クラスの超高速大容量の光フィーダリンク技術を開発。

u １ユーザあたり100Mbps程度のブロードバンドサービスの提供
を可能とするマルチビームを採用。

u 利用エリアのニーズに合わせて衛星ビームに割り当てる周波
数幅を柔軟に変更可能とするデジタルチャネライザを開発。

u 衛星ビームの照射地域を柔軟に変更可能とするデジタルビー
ムフォーミング技術を開発



通信ミッション技術の概要

Ø 衛星寿命が約15年と長寿命化する中、打ち上げ後においても通信ニーズの地理的変化や、災害時の地理的なトラフィック
集中等に対応するため、サービスエリアを柔軟に変更可能な通信衛星に対するニーズが高まっている。

Ø このような状況を踏まえ、一つのアンテナ給電系でマルチビームに割り当てられる通信容量やマルチビームが形成するサ
ービスエリアの形状・位置を軌道上で任意に変更可能なフレキシブルペイロード技術を開発する。

u トラフィックの空間的変動に対してフレキシ
ブルにビーム照射領域の変更可能なフレキ
シブルペイロード技術の研究開発を実施。

u これを運用する地上ネットワーク機器・端末
も対応して衛星通信のフレキシビリティ化を
実現するシステムを開発。

可変ビーム技術
（デジタルビームフォーミング技術等）

固定ビーム技術
（デジタルチャネライザ技術等）

u Ka帯における250MHz以上の広帯域幅にお

いても低消費電力で高速処理が可能なデジ
タルチャネライザを開発。

u マルチビームの高効率化のためのアンテナ
給電部の高度化技術を開発。



研究開発スケジュール

年度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34～

打上、
ﾊﾞｽ系の軌道
上実証

衛星バス
開発
(文科省)

ﾐｯｼｮﾝ系
開発,
ﾐｯｼｮﾝ系
軌道上実証
(総務省)

H29-H31

▲
打上

H28-H31 

軌道上実証
・チャネライザ、

DBFを地上機器
(SOC, NOC,端末、
GW局等） と組み
合わせて実運用状
態で試験

射場
作業

設計 製造

ﾊﾞｽ軌道上実証(OR等)

ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
(衛星組立)

PFT
(試験)

バス開発でミッション系
に関係する作業

開発機器を
バスに搭載

バスに開発機
器(ﾁｬﾈﾗｲｻﾞ、
DBF等)を搭載
した状態で試
験

打上等支援
・射場作業や、軌

道上で機器の健
全性確認(動作
確認等)。

開発機器(技術)を
通信衛星市場へ

展開

Ø 衛星通信の高効率化を実現するため、周波数ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを実現する技術としてﾁｬﾈﾗｲｻﾞ等（H28-H31）、ｴﾘｱ ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを
実現する技術としてDBF等を研究開発（H29-H31）。

Ø 開発技術を次期技術試験衛星に搭載し、軌道上評価を行うために研究開発機器の衛星バス搭載（ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ）や衛星ﾊﾞｽ
に研究開発した機器を搭載した状態での試験を実施（H31-H32）

Ø H33年度に次期技術試験衛星を打ち上げ、軌道上で開発技術の評価（技術実証）を行う。

衛星が所定の軌道
に到達し衛星の健
全性が確認された
後、ﾐｯｼｮﾝ系機器の
軌道上実証を開始衛星搭載用チャネライザ、小型給電部開発

・ 次期技術試験衛星搭載用チャネライザ、給電部を開発。単体で環境試験
等実施、衛星側の性能は実機＋シミュレーションで評価。

衛星搭載用DBF開発、地上系整備
・ 次期技術試験衛星搭載用DBFを開発。単体で環境

試験等実施、衛星側の性能は実機＋シミュレー
ションで評価。

衛星ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
試験

・ 衛星バス機器、地上
SOC等との組み合わせ
て試験（一部準備は
H31から着手し、H32
に試験)



次期技術試験衛星プロジェクト推進会議

平成28年9月16日に「次期技術試験衛星プロジェクト推進会議」を立ち上げ。
（本会議の庶務は、総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課および文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において行う。）

○検討事項
(1) 衛星市場を取り巻く国際的な動向調査
(2) 超高速衛星通信サービスに対する利用者ニーズの動向調査
(3) 技術試験衛星の技術性能等の検討
(4) 宇宙基本計画を踏まえた次々期の技術試験衛星に関する検討

（構成員）
○学識経験者

・首都大学東京システムデザイン学部システムデザイン学科教授 福地 一 【座長】
・京都大学生存圏研究所宇宙圏航行システム工学分野教授 山川 宏 【座長代理】
・東京大学航空宇宙工学専攻教授 中須賀 真一
・茨城大学 工学部 メディア通信工学科 教授 梅比良 正弘

○関係省庁、機関
・内閣府宇宙開発戦略推進事務局 ・総務省 ・文部科学省 ・経済産業省
・宇宙航空研究開発機構（JAXA） ・情報通信研究機構（NICT）

○衛星メーカー
・三菱電機 ・日本電気

○衛星事業者等
・スカパーJSAT ・NTT ドコモ ・KDDI ・ソフトバンク

【宇宙基本計画工程表 抜粋】
１３ 技術試験衛星

平成２８年度以降の取組
■ 衛星通信・放送分野について、市場や技術の動向を共有し、関係者が連携して継続的かつ効率的に技術開発や国際展開に取り組む

仕組を整備し、ロードマップを着実に推進する。

【宇宙政策委員会 中間取りまとめ（平成２８年度）抜粋】
・ 平成３３年度を目途に打ち上げる技術試験衛星のプロジェクトを円滑に進めるため、今年度から開発に着手するとともに、関係府省や関係
事業者等が参画する体制・環境を今年度内に構築する。



次期技術試験衛星プロジェクト連絡会議
総務省、文科省

NICT、JAXA

通信ミッション
推進会議
総務省、NICT

利用料課題分担者、
受託課題受託者（オブザーバ）

衛星アプリケーション
実験推進会議
衛星・機器メーカ、

通信事業者、エンドユーザ、
総務省、NICT

インターフェース
調整会議
JAXA、NICT

メーカ（必要に応じ）

次期技術試験衛星プロジェクト推進会議
総務省、文科省、内閣府、経産省

有識者
NICT、JAXA、メーカー、オペレーター

・四半期に１回程度
・各会議からの報告が主
・宇宙政策委員会等の対応
・次々期技術試験衛星の検討

・開発規模（予算）と目的、成功基準、目
標仕様等の調整・管理
・各種審査会も開催
・ミッション毎に運営委員会等を開催

・全体の推進方策の調整
・重要文書（システム・インターフェース
仕様書、手順書等）の制定方針
※本会議の対象は衛星バス、ミッション、地球局な
ど衛星運用に必要な全ての要素を含む

・ミッションとバスの
インターフェース調整

バス開発者会議
（仮）

（バス管制地上含む）
JAXA,メーカ

ETS-IX推進体制図



推進会議については、概ね四半期に一度程度の頻度で年4回程度開催。その他会議については、各々プ
ロジェクトの進捗状況を踏まえて月1回程度（あるいは必要に応じてそれ以上の頻度）開催し、進捗状
況を推進会議に報告。2021年の衛星打ち上げまで定期的に開催。

2016年 2017年 2021年

推進会議

（四半期に一回程度）

連絡会議

（月一回程度）

個別会議

（各々随時開催）

9月16日：
第1回会合開催

12月頃：
第2回会合開催

2017年3月：
第3回会合開催

10月上旬：
第1回会合開催予定

推進会議へ
進捗状況報告

ミッション会合 バス会合 ユーザー会合・・・・・・・

連絡会議へ
進捗状況報告

ＥＴＳ関連会合スケジュール



○宇宙基本計画（平成28年4月1日閣議決定）において平成
33年度に打上げが決定された技術試験衛星に搭載する以
下のミッション技術を開発。

①近年の航空機ブロードバンド環境や海洋資源開発のた
めの船舶通信需要、災害時の通信手段確保等の衛星通
信ニーズに対応するため、人々の社会経済活動のあら
ゆる領域において、好きなときに（周波数帯域を柔軟
に変更可能）、好きなように（通信容量100Mbps程度）
衛星ブロードバンド通信を可能とする技術。

②衛星通信事業において衛星寿命である15年間継続して
通信ユーザのニーズに応えるため、サービスエリア等
の通信諸元を固定せず、ビーム形状・照射位置を軌道
上で任意に変更可能な複数ビームを形成する事を可能
とする技術。

次期技術試験衛星の実現に向けた高効率ミッション機器の研究開発
①事業期間（平成２８～３１年）／平成29年度要求額 調整中（平成2８年度予算額８２７百万円）
②事業期間（平成２９～３１年）／平成29年度要望額 ９５０百万円（新規事業）

以下の研究開発を実施。
①ニーズに合わせて通信容量や利用地域を柔軟に変更可

能なハイスループット衛星通信システム技術の研究開発

②Ｋａ帯広帯域デジタルビームフォーミング機能による周波
数利用高効率化技術の研究開発

国

委託

民間企業等

事業イメージ事業の内容

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

総務省情報通信国際戦略局
宇宙通信政策課

03-5253-5768



宇宙通信システム技術や衛星リモートセンシング技術の高度化に関する研究開発
平成2９年度概算要求額 調整中（平成２８年度予算額４, ７７２百万円）

（国立研究開発法人情報通信研究機構運営費交付金の内数）

○将来の宇宙通信ニーズを踏まえ、宇宙通信の高度化に貢
献する先進的研究プロジェクトを推進。具体的には以下の
事業を予定。

• 次期技術試験衛星のための衛星通信システムや高機能
地球局システムの研究開発、10Gbps級の地上-衛星間光
データ伝送を可能とする光通信技術等の研究開発

• 超高速インターネット衛星「きずな」（2008年打上げ）を使
用した高速衛星通信技術や災害映像の防災機関への伝
送等の衛星利活用に関する研究開発

○地球温暖化に代表される気候変動等の予測技術高度化の
ために必須な全球降水観測計画主衛星搭載二周波降水
レーダ(GPM/DPR、H26年2月打上げ)、ドップラー風ライ
ダー、雲プロファイリングレーダ等の衛星リモートセンシング
技術の研究開発を推進。

事業の内容

事業の概要・目的

事業イメージ

国

運営費交付金
国立研究開発法人
情報通信研究機構

条件（対象者、対象行為、補助率等）

超高速インターネット衛星「きずな」を利用した通信実験

10Gbps級の地上-衛星間光データ伝送を可能とする
光通信技術の研究開発

【研究開発事業の例】

衛星リモートセンシング技術の研究開発

GPM(降水)
EarthCARE

(雲・エアロゾル)

ドップラー風
ライダー(風速)

衛星リモートセンシング技術により、風速、降水、雲・エアロゾル等をグローバル観測

総務省情報通信国際戦略局
宇宙通信政策課

03-5253-5768



○VSATシステムは、第２世代化によりデジタル化が図ら
れ、増大するテータ通信に対応してきたが、近年、映
像伝送の需要が急速に高まり、更なる大容量化が求め
られているもの。

○このため、映像伝送に対応可能な多値変調を用い、伝
送路の状況に応じて変調方式を切り替える適応変調
（ACM）技術が開発され、第３世代VSATとして導入され
つつあるところ。

○しかし、フルロード状態のトランスポンダの一部帯域
を第３世代VSATに使用する場合、多値変調化された
チャネルによるひずみなどによってノイズが上昇する
ため、単純にチャネルを配置するだけでは、第３世代
VSATへのチャネル割当てが効果的に行えない課題が存在。

○そこで、ひずみの発生等をあらかじめ想定し、VSAT制
御局により適切にチャネル配置を行うアクセス制御技
術の開発に加え、更なる狭帯域化技術を合わせて確立
することにより、周波数利用効率の向上を目指すもの。

フルロード状態の衛星通信超小型地球局（VSAT）システムの
周波数利用効率を向上させる技術に関する研究開発

事業期間（平成２９～３１年）／平成２９年度概算要求額 調整中（新規事業）

国
委託

民間事業者等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

○ バックグラウンドノイズを考慮
したチャネル/ACM制御技術

自治体／企業

VSAT制御局（HUB局）

○ バックグラウンドノイズを考慮
したチャネル/ACM制御技術

受信専用 (子局)

消防署消防司令
可搬型VSAT
地球局（子局）

監視カメラ

避難所

可搬型VSAT
地球局（子局）

無線LAN

ヘリサット

固定型VSAT
地球局（子局）

通信衛星

実線：映像信号
点線：非映像信号

防災ヘリ
（ヘリテレ）

制御
チャネル

○ Faster than Nyquist
（ナイキスト基準を超える）
狭帯域変調技術

災害現場

既存システムでの
ノイズレベル

多値変調により
増加するノイズ

QPSK変調
チャネルの
電力

多値変調
チャネルの
電力

ナイキスト
基準

狭帯域化後

総務省情報通信国際戦略局
宇宙通信政策課

03-5253-5768

○ Faster than Nyquist （ナイキス

ト基準を超える）狭帯域変調技
術
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