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「日本の宇宙政策における宇宙基本法の位置づけ」 （参考資料）1

慶應義塾大学 青木 節子
はじめに
本（2008 年）年、5 月 21 日、「宇宙基本法」が成立し、8 月 27 日に施行され、同日「宇宙開発戦略
本部」が発足した。宇宙開発戦略本部では、来年の 5 月を目途に宇宙基本計画を作成し（第 24
条）、また、法律施行から 2 年以内を目途に宇宙活動法を制定する（第 35 条）ことになっている。
本稿は、まず、日本の宇宙開発利用の特色と課題を考察する。その際、現在抱える問題の根本
的な理由を抽出することを目的として、日本の宇宙開発利用の特色を 3 期に分けて考察する。そ
の後、宇宙基本法により、日本の宇宙開発利用がどのように変化し得るのかを解釈する。その上で、
同法に盛り込まれた基本的理念を実現するために、宇宙基本計画にどのような要素を盛り込むこと
が重要であるかを考察する。
Ⅰ 日本の宇宙開発利用の特色
１ 黎明期 ‐1955 年〜1975 年
日本の宇宙開発は、対日講和条約の発効により、航空宇宙の研究禁止が解除された時点でよ
うやく始まった。米ソはいうに及ばず、ヨーロッパ諸国と比べても大きなハンディを背負って出発した、
といえる。しかし、東京大学生産技術研究所 2の糸川英夫教授を中心に、速やかにロケット開発に
乗り出し、1955 年に弾道ロケットであるペンシルロケット（全長 23 センチメートル、重さ 200 グラム）
の打上げを成功させ、1957-58 年の国際地球観測年(IGY)3には、早くも観測ロケット（K-6）によるデ
ータ収集を実施した世界４ヵ国の１角に食い込んだ。4 この IGY 中には、まずソ連が（1957 年 10 月
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本参考資料は、2008 年度国際政治学会部会９において口頭報告した「日本の宇宙戦略‐「総
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ＩＧＹとは、地球物理現象の観測を多くの国が共同で一定期間行い、その成果をそれぞれのプロ
グラムを担当した国が刊行するという大規模な国際科学協力プロジェクトである。IGY は、1957 年 7
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4 日）、次いで米国が（1958 年 1 月 31 日）人工衛星打上げに成功し、宇宙開発競争が本格的に開
始している。日本は、1970 年 2 月に東京大学宇宙航空研究所のラムダ４S 型５号機により初の人工
衛星「おおすみ」の打上げに成功し、世界で 4 番目に自国射場から国産衛星を国産ロケットで打ち
上げた国となった。2 ヵ月後、中国がやはり衛星打上げに成功し、排他的な「宇宙クラブ」のメンバ
ーとなった。 5 日本初の衛星打上げ成功までにその後の日本の宇宙開発利用の特色といえる状
況が確立しつつあり、それは、近年まで日本の宇宙活動を規定する要素となった。
1960 年に総理府に設置された首相の諮問機関である宇宙開発審議会は、1960 年代半ばまでに
宇宙の平和利用および国産技術によるロケット開発を軸とする答申をまとめ、平和目的、自主、公
開、国際協力という基本原則を採択した。6そして、東大の宇宙航空研究所を拠点として科学衛星
打上げのための固体ロケット（M シリーズ）開発を行う一方、1964 年 7 月に科学技術庁に設置され
た宇宙開発推進本部が、通信、気象などの実利用衛星を打ち上げるための液体燃料ロケットを開
発するという二元体制が確立された。7
宇宙科学分野での日米間の実力が隔絶したものであったため、1960 年代に入った時点では、米
国は日本との国際協力には消極的であったが、東大が開発した K ロケットが宇宙観測のためにイ
ンドネシアに輸出され、ユーゴスラビアと輸出契約を締結するようになると 8、米国は日本の固体燃
料ロケットの水準が相当なものであり、日本国外で中距離弾道ミサイルに転用されることを懸念する
ようになった。弾道ミサイル拡散の防止を重視する米国にとって、日本の固体燃料ロケットの自主
開発路線は歯止めをかける必要があると感じられるようになったのである。そのためには、すでに
欧州には提供している機密扱いではない、弾道ミサイルへの転換がより困難な液体燃料ロケットの
機器や技術を日本にも供与して、それらを第三国へ輸出することを禁止するのが 弾道ミサイル拡
散を防止するのに最も有効であると考えられた。米国ロケット技術の供与が良策と考えられた理由
はほかにもある。国際政治の力学からは、1964 年に、中国が核実験に成功していたため、米国の
政策決定者は、日本が宇宙能力で中国を凌駕する様を世界に向けて発進することは、西側諸国
の優位を示すためにも、また、日本が核開発の誘惑を感じないためにも重要であると考えるように
なっていた。また、日本を米国の航空宇宙企業の市場として組みこむことが、経済的にも得策であ
るという考慮も存在した。9
しかし、当時の日本は、ロケット・衛星の「自主開発」を推進する文部省・東大と国家としての一元
的な宇宙開発をめざす科学技術庁との主導権争いが熾烈を極めていた。また、自民党は、米国か
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その後、インドとイスラエルが「宇宙クラブ」に加わったが、現在でも、自国射場から国産ロケットで
国産衛星を打ち上げる自立的宇宙能力を有する国は、7 ヵ国に過ぎない。韓国の射場が完成間近
であり、韓国がロシアとの協力で開発しつつあるロケットの打上げに成功して、8 番目の国になるこ
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宇宙開発審議会、「3 号答申」（1964 年 2 月）参照。
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黒崎輝「日本の宇宙開発と米国‐日米宇宙協力協定（1969 年）締結に至る政治・外交過程」『国
際政治』第 133 号（2003 年）141-156 頁。
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らの先進技術を導入して早期に衛星打上げを成功させ、国際組織への移行が進みつつあったイ
ンテルサット暫定制度での発言権の強化を図る必要を認識していた。国内にさまざまな主張が存
在し、また、国家としての一元的な宇宙戦略が存在しなかったため、日本は、一枚岩で米国と交渉
に臨むにはほど遠い状況であった。日本としては、1968 年に宇宙開発審議会を改組した宇宙開発
委員会を発足させ、同委員会で国家としての一元的な宇宙開発計画を確立した後に、米国との交
渉に乗り出すことを考えていた。しかし、日本政府に事前の相談なく日本企業に日米協力の可能
性を打診する米国側の素早い行動などもあり、日本は、自国の政策を確立する前に、米国の世界
戦略の一環としての宇宙協力の申し出に対する回答を整備する必要に迫られた。また、次節で詳
述するが、このころ、日本独自の宇宙の平和利用解釈が確立し、原則として、宇宙基本法成立まで、
それは、根強く存在し続けることとなった。
結局、1969 年 7 月、「宇宙開発に関する日米協力に関する交換公文」が東京で締結された。これ
は、米国企業が、ソー・デルタ・ロケット水準までの機密扱いではない機器と技術を日本の液体ロケ
ットや通信衛星開発のために提供することを許可する協定である。通信・放送衛星や気象衛星な
ど大型実利用衛星を打ち上げるためには、液体燃料ロケットが効率的であるが、日本はこの分野
の開発が遅れていたので、米国企業からの機器・技術の購入が可能となったことは、日本の宇宙
能力を向上させることには役だった。
日米交換公文締結直後の 1969 年 10 月に宇宙開発委員会が初めて策定した「宇宙開発計画」
は、Ｑロケット、Ｎロケット10という 2 種類の液体燃料ロケットの自主開発を謳ったものであった。11宇
宙開発審議会の従来の決定をいまだ引き継いでいたために起きた事態である。翌 1970 年 10 月、
同計画は、Ｑロケットの開発を中止し、米国からの技術を大幅に利用するＮロケットの開発に直ち
に着手することとなった。日米交換公文により、日本の宇宙開発完全自主路線は放棄され、迅速
に、宇宙開発の先進国をめざす方向が確定したといえる。米国からの援助により、研究開発の費
用と年月が大幅に縮小されたことは疑いをいれない。しかし、その後、一貫して米国の強い影響に
さらされる体制に自らを組みこんでしまった。1975 年 9 月、日本初の大型ロケット N-112の打ち上げ
に成功し、技術試験衛星(ETS-1)を 1000km の太陽同期極軌道に投入した。国としての一元開発
体制での、初めての衛星打上げ成功である。
黎明期の日本の宇宙開発を特徴づけるのは、大学の自治に基づく宇宙科学研究が先行し、科
学者集団が政府よりも強いナショナリズムに裏打ちされた自主開発路線志向を明確にし、しかも、
それが諸外国に例をみない成功を収めたという事実である。1970 年代を目前にして、政府は国と
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高度 1000km の軌道に 800kg の衛星を、また、高度 35800km の静止軌道に 130kg の衛星を打
ち上げる能力をもたせることになっていた。
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宇宙開発審議会が 1967 年 12 月に提出した「第 4 号答申」が Q ロケット、N ロケットの自主開発
を決定する直前の 11 月、訪米中の佐藤栄作首相に対して、日米交換公文に近い内容の協力案
が提示された。
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第 2 段の一部を除いてすべてソー・デルタ・ロケットの輸入といえる。中野不二男『日本の宇宙開
発』（文藝春秋社、1999 年）75-76 頁。
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しての一元的開発体制の方向性を明確にし、1970 年の宇宙開発計画で初めて完全国産ロケット
を断念して米国の技術導入に踏み切ったが、日本初の衛星打上げは、東大宇宙研の純国産固体
燃料ロケットによるものであった。出発点から、明確な国家戦略および宇宙政策に基づくものとして
ではなく、複雑な国内事情と国際政治の潮流に対する対応型のものとして出発したといえる側面を
もつ。そのような状況下、交換公文により、米国企業からの技術援助を受ける体制が整ったため、
ダグラス・エアクラフト社と三菱重工業、TRW 社と三菱電機、ヒューズ・エアクラフト社やハネウェル
社と日本電気というような提携先ができ、その後のロケットや衛星の開発も米国の強い影響下に置
かれることとなった。発言権を持ち得ない形で日本が、時間をかけて固体ロケットの開発を継続す
る方向を選択するよりも、技術漏出や日本の予期せぬ宇宙能力の向上などの危険があるとはいえ、
常に米国が関与できる形に日本の宇宙開発利用を置き、同時に市場として確保する方が賢明で
ある、という米国の判断が正しかったことが証明された、といえるであろう。
２

官民一体での宇宙開発利用推進期 ‐1975 年〜1990 年
日米は、その後、N-II ロケットおよび H-I ロケットの開発に関する技術導入のため、1976 年および

1980 年にそれぞれ口上書を交わしており、日本の宇宙開発が研究開発費とそのための年月を短
縮して、世界の先頭集団として確立するための原動力となった。 同時に、米国からの第三国に対
する輸出規制の一環として、米国の同意なしに日本のロケットで外国衛星を打ち上げることが禁止
されるなど、将来の宇宙ビジネスに対する制約も課されることとなった。13
この期間の特色として、特に２点を挙げることができるであろう。第１に、日本独特の「宇宙の平和
利用」解釈と本質的に軍民両用技術としての性質をもつ宇宙開発を矛盾なく進めることが困難とな
る中で、なんとか非軍事利用を維持しようと努力をし、他の先進国とは異なる形で宇宙開発が進ん
だという点である。第２に、第１点で挙げた矛盾点を抱えながらも、宇宙の実利用を官民一体となっ
て進め、80 年代末までに産業化に向けて成熟期に入っていた、ということである。以下、この 2 点に
ついて、記述する。
（１） 宇宙の平和的利用
①国際法による規制
宇宙の軍備管理について明確に規定する多国間条約は、今日に至るまで宇宙条約（1967 年）の
みである。宇宙条約は、宇宙空間（広義）を天体と狭義の宇宙空間（真空部分）を分け、前者には
ほぼ完全な非軍事利用を義務づける一方、後者においては、大量破壊兵器を地球周回軌道に乗
せる（place in orbit）ことおよび宇宙空間に配置する（station）ことのみを明示的に禁止する（第 4
条）。宇宙空間であろうと、地上であろうと、現在の国際法は、武力による威嚇または武力の行使を
禁止しており（国連憲章第 2 条 4 項）、国連の集団安全保障を除けば、国連憲章第 51 条に規定す
る個別的自衛権、集団的自衛権を行使する場合に限って、武力行使の禁止が解除されるという仕
組みである。したがって、自衛権の範囲内の防衛的な利用であれば、たとえば通常兵器を搭載し
13
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た衛星攻撃(ASAT)兵器を宇宙空間に向けて発射し、地球を回る軌道に乗せることやその他の方
法により宇宙空間に配置することは、宇宙条約が禁止する行為ではない。
ソ連も軍事衛星の打上げを日常的に行うようになった 1960 年代半ば以降は、米ソは一致して、
「平和的利用」、「平和的目的」の利用とは防衛的な宇宙利用を含むものであり、侵略目的に利用
されなければ（「非侵略」（non-military））、軍事利用は「平和的目的」の利用となる、という解釈をと
るようになっていた。その後、ごく少数の国が宇宙の平和利用とは、「非軍事」利用のみを指すと主
張したが、実際に「非軍事」利用のみを宇宙の平和目的の利用とする政策を採用したのは、日本
のみである。14
現在は、唯一の多国間軍縮審議機関である軍縮会議（CD）で宇宙の軍備競争防止についての
提案が時折なされるが、2008 年 2 月に中ロが共同で提出した「宇宙兵器配置禁止条約案」
（PPWT）を含め、真剣な討議の対象となるところまではいっていない。15 しかし、CD での約 30 年
の討議により、大多数の国が支持する傾向は明白なものとなりつつある。それは、宇宙の軍事利用
（militarization または military use）（「宇宙のミリタリゼーション」）は、適法な行動であり、軍事衛星
のなかでも、画像偵察衛星（リモート・センシング衛星と機能は同じだが性能‐解像度‐が格段に
良い。）や早期警戒衛星などは、信頼醸成措置ともなり得、国際的な安全保障を高めるものである
が、それ自体が攻撃的能力をもつ物体を宇宙空間に導入することは、安全保障を低下させるもの
であり、「宇宙の武装化」（weaponization of outer space）（「宇宙のウェポニゼーション」）として禁止
すべきである、という見解である。しかし、予見し得る将来は、立法論にとどまると思われる。
②日本での議論
一方、日本では、一貫して、建前上は、宇宙の平和利用とは完全に非軍事の活動にとどまらなけ
ればならないと考えられていた。その理由として、根底にある思想的なよりどころは、憲法第 9 条で
あるが、より具体的には、以下の経緯に基づく。
1967 年、宇宙条約批准のための国会審議においては、政府委員は、国際標準の平和的目的の
解釈を述べ、軍事衛星等は、宇宙条約では禁止されてはいない、と明言した。しかし、翌年、宇宙
開発委員会設置法案審議の過程で、科学技術庁長官（鍋島直紹）は、①1969 年度には、原子力
基本法（1955 年）と同趣旨の平和利用原則を謳う宇宙開発基本法を策定する計画があること、②
原子力の平和利用と同趣旨である以上日本の宇宙利用は「非軍事利用」にほかならず、「まず、軍
事利用にいくというようなことは考えられないこと」、「現実の問題として、平和利用以外に日本でや
らぬということを明確にしておるわけですし、それが軍事利用に流れた場合に、これは当然廃棄す
べき」ことなどが答弁された16。
1969 年の宇宙開発事業団(NASDA)法策定の審議中、草案に平和利用原則が明文化されてい
ないことについて、多くの議員から将来のための保障が不十分であるとの懸念が表明され、自由民
14

たとえば、池田文雄『宇宙法論』（成文堂、1971 年）127-152 頁。青木節子『日本の宇宙戦略』
（慶應大学出版会、2006 年）128-133 頁および 171-174 頁。
15
軍縮会議は、65 ヵ国が加盟し、コンセンサス方式で文書を採択するルールとなっているので、合
意に至ることはほとんど不可能であるという事情も無視しえないであろう。
16
参議院内閣委員会会議録第 14 号、昭和 43 年 4 月 25 日、27 頁。
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主党、日本社会党、民主社会党および公明党の 4 党合同提案で、第 1 条に「平和の目的に限り」
という語を追加することとなった。しかし 4 党を代表して第 1 条修正提案の趣旨説明を行った社会
党の石川次夫議員は、「平和の目的に限り」という用語自体には国際的には「非侵略」と「非軍事」
の 2 つの考えがあるため、第 1 条修正だけでは不十分であり、日本は非軍事利用にとどまるという
ことを確約する国会決議を採択する必要があるとして、「日本の場合には、憲法というたてまえもあ
って、この平和という文字はあくまでも「非軍事」というようなものに理解されるのが常識になっておる
わけです。したがって、この決議がもし上程されるとすれば、そういう意味の非軍事であるというよう
なことが前提として確認されていなければなら」ない、述べた17。
そのため、5 月 9 日、6 月 13 日にそれぞれ衆議院および参議院において、全会一致で採択され
た国会決議は、非軍事利用を意図するものとして、採択された。石川次夫議員は、参議院決議提
案時、「平和の概念は、国際的に、非侵略という考えと非軍事という考えがございますけれども、こ
れははっきりと非軍事である、非核である、こういうことを明確にしております。」と力説した 18。国会
決議は、法律ではないが、行政府は、国会決議の範囲内で行動することが義務づけられるので、
その後、一切の日本の宇宙開発は、「非軍事」利用に限定されることとなり、それを明確に否定する
ためには、別途、法律の制定を待たなければならないこととなった。
前述のように、宇宙技術の最大の特色のひとつは、その軍民両用性にある。機能のみでは、軍
事、民生に截然と分けることができず、わずかに目的により軍事利用か否かの判断を下すことがで
きるのである。急速な宇宙技術の発展をまえに、軍事利用と民生利用の境界はますます曖昧なも
のとならざるを得ず、宇宙活動を一見明白に「非軍事」の範囲におさめておくことは不可能となって
いった。日本の「非軍事」利用解釈は、早晩、現実に妥協をして緩められざるを得なかったのであ
る。果たして、官民の協力により、宇宙の実利用が進む中、1983 年 2 月に日本電信電話公社（「電
電公社」）（1985 年 4 月以降、日本電信電話株式会社（NTT）となる。）が所有する民生の通信衛星
CS-2ａが、同年 8 月に CS-2b が打ち上げられた。1984 年 8 月に防衛庁は電電公社に利用申請を
し、CS-2 の利用を開始したが、自衛隊が公衆回線を利用して、硫黄島に所在する自衛隊むけに
通信を提供することは、「非軍事」利用の原則に抵触するのではないかという議論が国会で繰り広
げられた。また、1985 年には、海上自衛隊が米国派遣訓練時に米海軍の軍用通信衛星フリートサ
ットを利用できるように極超短波（ＵＨＦ）放送受信機の調達に必要な経費を昭和 60 年度政府予算
案に計上していたことが、問題とされた。19
そのため、ついに、1985 年 2 月、国会決議の内容について、政府としての統一見解が発表され
た。これは、①自衛隊が衛星を直接、殺傷力、破壊力として利用することは認めない、②利用が一
般化しない段階における自衛隊による衛星の利用を認めない、③利用が一般化している衛星及び
それと同様の機能を有する衛星については、自衛隊による利用が認められるというもので、しばし

17
18
19

衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第 2 号、昭和 44 年 5 月 8 日、6 頁。
参議院科学技術対策振興対策特別委員会会議録第七号、昭和 44 年年 5 月 15 日、2 頁）。
たとえば、青木『前掲書』177-180 頁。
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ば「一般化原則」とよばれる20。この政府統一見解により、その後、一般の国民が市場で入手できる
CS-3 等の通信衛星回線、米国のランドサット衛星やフランスのスポット衛星の画像、NASDA の開
発したリモート・センシング衛星の画像等を自衛隊が利用することが可能となった。
（２）宇宙の産業化に向けた官民協力
宇宙技術応用が順調に発達するとともに、1970 年代後半以降、実利用衛星の製造に向けて、官
民協力が加速され始めた。気象庁が気象衛星を、郵政省、その特殊法人である通信・放送衛星機
構（TAO）および電電公社が通信衛星を、郵政省・日本放送協会（NHK）が放送衛星の製造を
NASDA に要請していた。その際、概念設計と予備設計は利用省庁や利用機関が担当し、NASDA
が仕様書を作成し、私企業が実際の開発に当たるという方式が取られた。当時の日本の企業に同
時に 2 機以上の衛星を製造するだけの余力がなかったこともあり、私企業の育成のため、気象衛星
は日本電気に、通信衛星は三菱電機に、放送衛星は東芝が担当する慣行が形成されていった。
しかし、当時の国産技術の水準から、3 社ともそれぞれ米国の航空宇宙企業に衛星バス部分の提
供を受けて、開発に従事した。その際、日本電気はハネウェル社、三菱電機はフォード・アエロス
ペース社、東芝はジェネラル・エレクトロニクス社からバス部分の提供を受ける形をとっていた。21
開発費については、純粋な実証実験目的の衛星であるときは NASDA が 100％負担し、実用化が
進むにつれて、実用化率を計算して、NASDA と利用者側の TAO、NHK、気象庁がそれぞれ負担
率を決定した。たとえば、放送衛星について、ＢＳ‐１（1978 年打上げ）は実証実験目的であるため、
100％NASDA の負担であり、ＢＳ-2a（1984 年打上げ）と BS-2b（1986 年打上げ）は、NASDA と NHK
が 40％、60％の割合で負担した。ＢＳ-3a (1990 年打上げ)、ＢＳ-3/b（1991 年打上げ）にいたると、
更に実用化率が高まったので、NASDA が 35％、NHK/TAO が 65％負担した。22
NASDA と利用省庁や利用機関が分担して開発費を負担した結果、1977 年（気象衛星 GMS と
通信衛星 CS の打上げ）から日米衛星調達合意（後述）前の契約に基づいて打ち上げられた最後
の衛星（BS-3ｂ）（1991 年 8 月打上げ）までの 15 機の衛星の開発費（企業にとっては発注額）合計
は 2095 億円となった。継続的な受注を受けて、衛星の国産化率も 1970 年代末の 15-20 パーセン
ト前後から、CS-3a/b や BS-3a/b になると、80 パーセントを超えるまでに実力を上げ、1990 年代に、
本格的に産業としての離陸が期待されるようになっていた。23
３ 成熟・伸び悩み期 ‐1990 年代以降
（１）宇宙の平和利用
20

衆議院予算委員会議録第 5 号、昭和 60 年 2 月 6 日、3 頁。
齋籐、『前掲書』232-264 頁。宇宙コンサルティング企業「シー・エス・ピー・ジャパン」による非公
開資料（2006 年 2 月 17 日アクセス）。
22
数字は、宇宙コンサルティング企業「シー・エス・ピー・ジャパン」の個別ヒアリングによる。
23
もっとも気象衛星の国産化率は、日米衛星調達合意前の最後の NEC が受注した衛星（GMS-５
で 1995 年打上げ）においても、29 パーセントであった。同上。
21
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利用が国民生活において一般化している衛星は非軍事目的のものとして、自衛隊が利用する
ことを認める趣旨の 1985 年の政府統一見解により、日本は、宇宙利用の実態を国会決議に適合さ
せることに、部分的に成功した。この一般化原則により、1998 年 8 月 31 日に北朝鮮が中距離弾道
ミサイル、テポドン１号を日本海に向けて発射し、その第 2 段が日本の領土上空を超えて三陸沖に
落下したという事件に遭遇した際にも、日本周辺の監視を向上させるために情報収集衛星（IGS）を
導入することが可能となった。しかし、IGS は、利用が一般化した民生衛星であるという建前上、自
衛隊ではなく内閣衛星情報センターが運用し、かつ、市場で販売される解像度と同等の解像度し
か提供し得ないため、専守防衛を国是とする日本の真の国防目的には役にたたない衛星といわざ
るを得ない。
冷戦終結後、北東アジアの情勢がむしろ緊迫化し、1998 年のテポドン１号発射の後も、潜水艦の
日本領海侵犯が相次いだ。2006 年には、北朝鮮はテポドン２号を含む 7 発のミサイル発射に続き
10 月には核実験を挙行した。六者協議の合意事項の遵守状況も芳しくない。また、2007 年 1 月に
は、中国が ASAT 実験を行い、宇宙のウェポニゼーションへの危惧を国際社会に引き起こした。周
辺の安全保障環境が悪化するほど、日本には、より精確な情報源が必要となり、宇宙といういかな
る国の領域にも属さない区域からの情報収集が、本来は有効な方途として利用可能な筈であると
いう認識が次第に高まっていった。また、2005 年に NATO が米国のハリケーン被害救済だけでなく
域外のパキスタン地震の救援を行うなど、世界的に軍隊の活動も武力行使による国家安全保障の
維持から、「人間の安全保障」向上の方向に向かっている。災害救援において宇宙を利用した双
方向通信、画像提供、測位などは不可欠のものであり、国と人間の安全を守る役目を自衛隊が担
っている以上、安全保障のために宇宙をいかに平和的に利用できるかという発想が重要である、と
いう意識も政府内で共有されるようになっていった。21 世紀以降、ますます、宇宙の平和利用を
「非軍事」と標榜することが安全保障の維持向上という実態に合わないものとなっていった。
（２）日米衛星調達合意の影響
Ⅰ２（２）で述べたように、3 つの宇宙関連企業が、政府や NHK などから通信、放送、気象の衛星
製造の受注を継続的に得て、衛星製造業の確立を図りつつあった当時、日米経済摩擦が過熱し
ていた。1989 年、米国は、包括貿易法の「スーパー301 条」に基づく交渉が不調に終わったため、
日本を人工衛星、スーパーコンピュータ、林産物についての市場開放優先国と指定した。「スーパ
ー301 条」とは、不公正貿易国を特定し、その国に制裁を課すことができる条項である。この指定に
基づき、日米貿易委員会、衛星専門家会合、日米貿易フォローアップ会合などで協議が行われた
結果、1990 年 6 月に、アクションプログラム実行推進委員会（内閣官房長官を委員長とする、市場
アクセス改善のための委員会。官房副長官や全省の事務次官等がメンバーである。）において、
「非研究開発衛星」の調達手続きを決定した。そして、衛星についての日本の自主的措置を、駐米
大使と通商代表（USTR）の書簡交換で確認するという形式で、無期限の 2 国間合意を作り上げるこ
ととなった。
日米衛星調達合意において、以下の点が確認された。

8

１ 非研究開発衛星を公開、透明、かつ、無差別の方法で調達することは、日本国
政府の政策である。
２ 日本国政府およびＮＴＴ、NHK 等の機関による非研究開発衛星の調達は、附属
書 II に定められた手続きに従い、公開、透明、かつ、無差別の方法で行われる。
３ 「研究開発衛星」とは新しい技術を開発、実証するために、または科学研究目的
のために設計、使用される衛星をいう。商業目的で、または、恒常的サービスを継続
して提供するために設計され、使用される衛星は、「非研究開発衛星」となる。（下線
は筆者）
４ 日本国政府は、当時開発していた CS-4 計画を変更するための措置を取る。
折しも、１990 年当時、通信衛星 CS-4 を NASDA と電電公社が費用を分担して打上げる計画を
立てていた。日米衛星調達合意がなければ、三菱電機が受注することになったであろうが、この合
意により、研究開発部分を担う「かけはし」（Comets）と実用衛星部分 NSTAR（移動体通信衛星）と
いう 2 つの衛星に分けて打ち上げることになった。COMETS は、衛星間通信技術、高度衛星放送
技術、高度移動体衛星通信技術等の新技術、大型静止衛星の高性能化技術の開発、実験・実証
等を行うことを目的とした研究開発衛星であり、国際競争入札にかける必要がない。そのため、三
菱電機が受注し、1998 年に H-II ロケットにより打ち上げられた。NSTAR は、ＮＴＴが、公開競争入
札に基づいてスペース・システムズ・ロラール（SS/L）に受注し、同衛星は、1995 年、アリアンロケッ
トでフランス領ギアナから打上げられた。
米国と日本の衛星製造における圧倒的な実力差の中で、その後日本政府や NHK 等が調達した、
通信、放送、気象衛星 13 機中 12 機は米国製となった。また、JSAT 社や宇宙通信株式会社などの
私企業は、競争入札を義務づけられてはいないが、企業論理として衛星の実績を重んじるため、こ
れまで 2008 年に打ち上げたスーパーバード 7 号（三菱電機）を除いて日本の企業に衛星を受注し
たことはない。日本の衛星製造業社は、産業化の離陸直前で、苦い挫折を味わうこととなったので
ある。
欧州諸国や中国、ロシア、インドなどは、日本が負うのと同等の義務を負わない。その後締結され
た WTO 政府調達協定（1996 年発効）は、政府等の物品や役務の調達について締約国間での無
差別および内外無差別を規定する（第 3 条）が、日米衛星調達合意ほどの内容の厳しさはみられ
ない。24締約国の安全保障上の重大な利益の保護のための措置（第 23 条 1 項）や締約国の公衆

24

政府調達の対象となる「中央政府」、「地方公共団体」、「政府関係機関」等の範囲の決定は締
約国の大幅な裁量の下にあり（附属書Ⅰ付表 1-3）、一定金額以上についてのみ公開入札や選定
入札の義務が生じる。欧州各国は自国の宇宙機関を「政府関係機関」に含めていない。NASA は
対象機関とされるが、宇宙サービスの除外例は多く、また NASA が関与する調達はほとんどすべて
「研究開発計画」のカテゴリーに入るとされ、公開入札は義務づけられない（附属書Ⅰ付表 4）。日
本との関係では、日米衛星調達合意に基づく双務性が完全に確保されていないと考えられる規定
が存在する。附属書Ⅰ付表５（一般的注釈）は、米国は、日本の物品・サービスならびにそれらの
供給者についての内外無差別の公開入札制度は、NASA による調達には適用しない、と規定して
9

道徳、公の秩序、人や動植物の健康、知的所有権の保護のための措置（同 2 項）は、適用除外と
することができ、これは、しばしば附属書Ⅰ付表４（サービスについての適用除外）や同付表５（一
般的解釈）のリストに反映された。
現在、宇宙先進国の中では、中国、ロシア、インドが政府調達協定に加入していず、ロシアはそ
もそも WTO 自体に未加盟である。
（３）日本の宇宙開発利用の現状‐問題点
現在、世界の安全保障における最大の脅威は、超大国間の核戦争ではなく、人類の生存を脅か
す地球環境の悪化である。気候変動がもたらすエネルギー・食糧問題、自然災害の多発に加えて、
重篤な感染症、テロ、海賊、兵器や麻薬の拡散などであるという認識が、国際社会で共有されてい
る。「人間の安全保障」を脅かすこれらの要因の現状を正しく把握し、最適の対策を取る上で最も
有効な手段の 1 つが衛星監視・観測であるというコンセンサスの下、能動的に宇宙産業に従事する
国以外も、通信・放送衛星のみならず、積極的にリモート・センシング衛星（偵察衛星）の保有に努
力するようになり、衛星を本体として保有する国に加え、トランスポンダを保有またはリースする国ま
で含めると、現在、世界の 50-80 ヵ国が宇宙活動国ということができるとされる。
また、1990 年代以降、宇宙先進国では、本格的に宇宙の産業化が開始した。宇宙物体 25を宇宙
空間で利用するという要素を含む宇宙産業に限定すると、現在打上げサービス業を行う国は、米
国、ロシア、フランス、中国、インドであり、リモート・センシング画像販売業を確立した国は、米国、
ロシア、フランス、カナダ、インドである。日本は、これまで 1 度も商業打上げを実施していず、また
民間所有のリモート・センシング衛星はこれまで１機も存在しない。宇宙産業の遅れも影響し、2008
年の宇宙コンサルティング企業の発表した宇宙競争力では世界で第７位とされている。26
宇宙産業の未発達は、日本の宇宙開発利用の顕著な特色とされるが、なぜ、日本では、宇宙産
業が発達していないのか。2 つの理由に収斂していくであろう。第 1 の理由としては、「非軍事」利用
のみを許容してきた日本の「平和利用」の解釈が挙げられる。宇宙産業は、少なくともその初期に
は、軍事衛星の製造や打上げについての国との契約を私企業が獲得し、長期的な資金供給と国
が開発した技術の迅速な提供が可能な環境においてのみ発達を遂げており、軍事利用を排する

いるのがそれである。交換書簡にある「米国政府が今後とも、--附属書にいう政策及び手続きを総
体として同様の措置をとることを確認」（英語正文では、この箇所は”I am pleased to confirm that
the United States Government will continue to take measures generally comparable to the policies
and procedures set forth in the Attachment to your letter.”と書かれる。）するという箇所は、日米衛
星調達合意は、あくまで日本の自主的決定を米国が受け入れるということを記したものであり、完全
な双務性の否定を明確にしたものといえるのかもしれない。
25
衛星、ロケットやそれぞれの部品、構成部分など、人工物で宇宙空間に導入されたものすべて
を含む概念として定義されている。損害責任条約第 1 条（ｄ）および宇宙物体登録条約第１条(b)で
は、「『宇宙物体』には、宇宙物体の構成部分並びに宇宙物体の打上げ機及びその部品を含む。」
という不完全な定義が置かれる。
26
米、欧州、ロシア、中国、インド、カナダ、日本、韓国、イスラエル、ブラジルがトップ 10 とされる。
Futron, ed., Space Competitiveness Index (SCI) Full Report (2008), p.13.
10

日本が、宇宙産業を発達させることはそもそも困難であった。そのような基本的条件にさらなる打撃
を与えたのが、第 2 の理由としての日米衛星調達合意である。非研究開発衛星は、米国から購入
することが実質的に義務づけられてしまったため、政府/JAXA は、自国の産業基盤育成のために、
研究開発衛星を製造し続けなければならず、シリーズ化された実利用衛星の経験を積む機会をも
つことができなかった。そのため、いっそう純粋な科学技術開発志向となり、強靱な産業基盤を築く
ことができないという悪循環に陥っていったのである。
ところで、専守防衛の国として宇宙からの情報収集を拡充するためには、安全保障のための宇宙
利用を行う必要があったが、そのためには、現行政策を、①新たな国会決議の採択、②政府統一
見解で「非軍事」利用の範囲を拡大する、③国内宇宙法の制定による政策転換、のいずれかの方
法が必要とされる。そのうち、もっとも正攻法の①については、困難であるという結論に到った。
1969 年に全会一致で国会決議が採択されたため、必要条件ではないものの新たな国会決議も全
会一致が望ましいが、共産党や社民党など「非軍事」利用堅持の勢力が存在するからである。また、
②は、小状況対応型になり、中期の指針として提示するには不適切とされた。そのため、新規立法
により、解釈の転換を図り、同時に日本のもつ宇宙開発利用の他の問題点に対する対処ともするこ
とが選択された。
II 宇宙基本法：その可能性と課題
１ 宇宙基本法の制定過程
2007 年 6 月 20 日に議員立法として与党が「宇宙基本法案」（議案 50 号）を衆議院に上程した。
その直接の契機となったのは、文部科学大臣在任中に日本の宇宙戦略の不在に危機感を覚えた
河村健夫衆議院議員が、大臣退任後の 2005 年 2 月に結成した、各省副大臣、政務官等をメンバ
ーとする勉強会「国家宇宙戦略立案懇話会」である。宇宙基本法案は、両院の多数政党が異なる
ために「ねじれ国会」とよばれる困難な時期にかかったため、上程後約 10 ヵ月審議されることはな
かったが、2008 年 4 月下旬に民主党との水面下の調整が終了し、その後の展開は迅速なものとな
った。2008 年 5 月 9 日には、衆議院内閣委員会で前法案の撤回が了承され、与党、民主党およ
び無所属クラブの起草案を成案として内閣委員会提出の法律案とする動議が提出された。新法案
は、与党案と条文数は変わらず、内容もほぼ同一であり、細部での若干の変更をみるのみである。
新法案は、賛成多数により委員会成案（議案１７号）として受理された。5 月 13 日、衆議院本会議で
可決後、参議院に送付され、20 日、参議院内閣委員会において、翌 21 日参議院本会議において
可決され、法律として成立し、28 日に公布された。27また、衆院内閣委員会（「宇宙の開発及び利
用の推進に関する件」）および参院内閣委員会（「宇宙基本法案に対する附帯決議」）でほぼ同文

27

起草過程の詳細については、たとえば、青木節子「宇宙基本法」『ジュリスト』（1363 号）（2008
年）37-38 頁参照。
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の与野党共同提案が出され、それぞれ、委員会決議として成立した。28
２ 国として一元化した宇宙開発利用：「宇宙開発戦略本部」の発足
（１）宙開発委員会の所掌範囲縮小による宇宙政策の限界
宇宙基本法は全 5 章 35 条と附則 5 条からなる。同法は、目的として、科学技術の進展その他の
内外の情勢の変化に伴い、宇宙開発利用の重要性が増大していることに鑑み、日本の宇宙開発
利用の果たす役割を拡大するため、日本国憲法の平和主義の理念を踏まえ、宇宙開発戦略本部
を設置して、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする、と規
定する。さらに、宇宙開発利用により、国民生活の向上、経済社会の発展、世界の平和、人類の福
祉の向上に貢献することを目的とする（第１条）。
省庁再編以前、日本の宇宙政策の担い手は 1968 年に総理府の下に設置された宇宙開発委員
会であった。文部省・ISAS と科学技術庁との間で担当業務の線引きをしつつ一元的な国として宇
宙政策を作ろうとした宇宙開発委員会の試みは、省庁再編後と比較するならば、不完全ながら、よ
り一元化された科学技術政策としての宇宙政策であった、といえるであろう。
日本では、1969 年までには宇宙の平和利用は「非軍事」利用であるという原則が確立したため、
宇宙開発委員会の策定する宇宙開発利用の範囲も科学研究、基盤技術研究、実利用に限定され
ることになった。しかし、1969 年に NASDA 法を審議した際に、政府が宇宙開発の意義として述べ
たのは，①通信・気象・航行・測地等の分野で国民生活に画期的な利益をもたらすこと、②関連す
る諸分野の科学技術水準の向上と新技術開発の推進の原動力とすること、および③日本の国際
的な発言権の強化等であった。2921 世紀最初の数年よりも、よほど自覚的に宇宙開発を通じて国
力を増進させ、国際交渉力につなげていこうとする意欲が感じられる。1990 年代までに欧米の宇
宙技術応用力に追いついていくに従い、宇宙開発委員会の策定する「宇宙開発政策大綱」（1978
年、1984 年、1989 年および 1996 年。2000 年には大綱に代わるものとして中長期戦略策定。）およ
びそれに基づいて毎年改訂される「宇宙開発計画」は、国力増進のための宇宙開発という側面が
後退していく。特に 20 世紀最後の 10 年には、宇宙科学技術を国際貢献や地球の持続的発展の
ために活かす、という目的は掲げられているが、より抽象的な目標に変化していき、日本の国益と
の関係が曖昧になっている。日米衛星調達合意により宇宙の実利用発達にもかげりが出てきた時
期のことである。それが、省庁再編により、宇宙開発委員会が文部科学省の下に置かれるようにな
ると、同省の所轄する任務の範囲に基づき、経済産業省の担う宇宙の産業化や国土交通省の担う
交通管制、位置情報管理、輸送安全、気象情報提供のための宇宙開発利用が宇宙開発委員会
の検討対象から離れたため、その所掌範囲はいっそう狭いものとなった。日本の宇宙開発利用の
実施機関として、宇宙予算全体の 8 割程度を分配されるＪＡＸＡの活動は、文部科学省がその大部

28

両委員会決議は、JAXA や宇宙開発委員会の法律施行後 1 年以内の見直し、2 年以内の宇宙
活動法整備など目途となる期間を明示しつつ、今後の取組を要望する。
29
衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第 14 号（昭和 44 年）330-335 頁。
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分を監督することになっており30、文部科学省の所掌事項に基づき、JAXA の活動もより科学技術
志向とならざるを得ない。
省庁再編後、宇宙開発委員会の権限縮小に伴い、日本全体の宇宙開発利用政策を策定する機
関は、総合科学技術会議となった。同会議は、2002 年と 2004 年の 2 回日本の宇宙政策31を公表し
ているが、予算要求の権限がないため、宇宙開発利用を実施する緒官庁に対しての影響力をほと
んど持ち得なかった。そのような状況を一変し、他の宇宙先進国と同様、多様な目的のために宇宙
活動を利用しようと決意して設置するのが「宇宙開発戦略本部」である。
（２）宇宙基本法の基本理念を実現する「宇宙開発戦略本部」
宇宙基本法は、第 1 条に掲げる目標に続き、宇宙開発利用の基本理念 （第 2 条から第 7 条）と
それを実現するための基本的施策について規定する。宇宙開発利用の基本理念は、①平和的利
用（第 2 条）、②国民生活の向上（第 3 条）、③人間の安全保障、安全・安心社会（第 3 条）、④国
家安全保障（第 3 条）、⑤産業振興（第 4 条）、⑥人類社会の発展（第 5 条）、⑦国際協力・宇宙外
交（第 6 条）、⑧環境への配慮（第 7 条）と分類することができるであろう。①、③、④、については、
従来の政策からの離脱が認められ、⑤は初めて政府の義務として認知され、⑦は宇宙能力を外交
上の成果に活かすという決意を「外交」という語を使って明らかにしている点が変化である。
他の宇宙先進国と同様に、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、総合的
な国力の源泉としてしての宇宙開発を確立するために、基本理念を実現するための制度改革を実
施しなければならない。そのため、内閣に「宇宙開発戦略本部」（以下「戦略本部」）を置くことが規
定される（第 25 条）。戦略本部は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、基本的な方針および政府が実施すべき施策を定める「宇宙基本計画」の作成を行う。また、
同計画の実施、宇宙開発利用に関する重要な企画の調査審議、施策実施の推進および総合調
整を行う（第 26 条）。本部長には首相を戴き、内閣官房長官および宇宙開発担当大臣が副本部長
となり、それ以外のすべての国務大臣が本部員となる（第 27 条から第 30 条）。戦略本部は、宇宙基
本計画を作成すると、遅滞なくインターネット等の適切な方法で公表しなければならないとされる
（第 24 条）。宇宙基本計画は、原則として具体的な目標と達成期間を定め、達成状況についてイン
ターネット等の適切な方法で公表する。(同条)。政府は、宇宙基本計画の実施に要する経費に関
し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等そ
の円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない（同条）。
戦略本部の事務は当面内閣官房が処理する(第 32 条)が、基本法施行後 1 年を目途として、戦略
本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法整備等を行うこととなっている（附則
2 条）。

30

通信関連などで総務省が所轄する部分もある。国土交通省は気象衛星「ひまわり」の運用終了
をもって JAXA の監督任務から離れた。
31
総合科学技術会議「今後の宇宙開発利用に関する取組みについて」（2002 年 5 月 9 日）および
「わが国における宇宙開発利用の基本戦略」（2004 年 9 月 9 日）。
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これまで 40 年間、真の意味で宇宙戦略も宇宙政策も作成せず、最大の特色が非軍事利用の堅
持であった日本の宇宙開発利用において、初めて省庁の縦割りを排して上記①から⑧までの要素
を包含する総合的かつ計画的な宇宙政策を策定することが可能な制度が成立したのである。
（３）基本理念を具現化する「宇宙基本計画」のために
①「国家基幹技術」としての輸送システムと衛星観測システム
宇宙基本法の基本理念をより効率的に達成する宇宙基本計画はどのようなものであろうか。実現
可能性を重視しつつ、考えてみたい。そのためには、現在優先順位の高いプロジェクトにはどうい
うものがあるのかを確認しなければならないが、第 3 期科学技術基本計画（2006‐2010 年）に基づ
く分野別推進戦略において宇宙に関連して「国家基幹技術」に選ばれたのは、「宇宙輸送システ
ム」および「海洋地球観測探査システム」である。
宇宙輸送システムは、H-IIA ロケット、H-IIB ロケット（H-IIA 能力向上型）、国際宇宙ステーション
（ISS）補給機(HTV) からなる。世界最高水準のロケットを保有し、国民の安全・安心と国家の自律
性を確保するため、日本が必要とするときに遅滞なく宇宙にアクセスする信頼性の高い技術を確
立することが目標とされている。日本の基幹ロケットである H-IIA ロケットの能力向上型である H―
IIB は、HTV 打上げ手段であり、2009 年に、HTV の技術実証機を載せて、試験機を打上げる予定
である。国際宇宙ステーション建設・運営において、2010 年にスペースシャトルの退役が決まって
いるため、当面 ISS への有人輸送はロシアのソユーズ、貨物輸送はソユーズ、欧州補給機（ATV）
および日本の HTV が担うことになる。米ロ関係の急速な悪化のなかで、シャトルの退役予定を遅ら
せるという説もあるが、当初の予定どおり 2010 年に退役するならば、HTV の打上げは予定通りに
恙なく成功させるいっそうの必要がある。特に ATV 初号機「ジュール・ベルヌ」が既に 2008 年 3 月
に打ち上げられ、4 月に ISS のロシアのモジュール部分とのドッキングに成功し、6 ヵ月間ドッキング
したまま補給を続けるという形で実用に耐えることを示しているので32、ATV より大型貨物を運搬可
能な HTV の打上げ、運用成功は、宇宙コミュニティおよび国際社会における日本の存在感の確保
のためにも、必須のものといえるであろう。
「海洋地球観測システム」の宇宙部分としては、運用中の陸域観測技術衛星（ALOS） （「だい
ち」）、温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）（2008 年度打上げ予定）、全球降水観測／二周波降
水レーダ（GPM/DPR）計画（日本受け持ち部分の衛星は 2009 年打上げ目標)等からなり、日本の
総合的安全保障に不可欠な地球観測、災害監視、資源探査などを行い、そのデータを統合・解析
する、という計画である。米国の GPS を補完し共存する日本の測位衛星システム準天頂衛星計画
は、3 機体制で 24 時間カバーする形で赤道を中心として 8 の字を描く軌道を描き、東南アジアや
オセアニアも含めてサービスを提供し得るため、実現すれば、日本の安全・安心、国家安全保障の
みならず、宇宙外交という意味で大きな成果を上げることができるであろう。もっとも、現状は、予算
の制約から実証機１機の 2008-2009 年にかけての打上げまでが決まっているに過ぎず、その後に
32

ATV は、2008 年 9 月に ISS を離脱し、約 3 週間の軌道上での活動の後、大気圏内で燃え尽き
ている。
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ついては、不安定な状況にある。
②実現可能な「アジア衛星監視システム」
上記の開発計画を従来の先端科学技術の達成に終わらせずに、基本理念の最大限の追求を行
うためには、アジアの総合的安全保障に貢献する形での運用をめざし、地域の安定化により日本
の安全保障、安全・安心を向上させることを重視すべきであると考える。そのためには、現在、アジ
ア太平洋地域宇宙機関間会議（APRSAF）の具体的なプロジェクトであるセンチネル・アジア計画 33
が 2008 年から第 2 段階に入ったのを利用して、これを信頼醸成のための「アジア衛星監視システ
ム」に育て上げていくことが可能かつ最も有効であろう。同システムは、最初の 3-5 年は、環境／災
害監視、海賊対策、テロ防止のための物流監視などに用い、第 2 期おいて、東南アジア非核兵器
地帯条約検証、核兵器不拡散条約（NPT）検証等、多国間軍備管理条約の検証に用いる。その後、
領域紛争、国境紛争などが起きたときの事実調査にも用いる。第３期においては軍隊の行動の透
明化に資するものとして用い、本格的な「多国間の技術検証手段」に発展させることを目指す。34
アジア衛星監視システムの初期の構成要素としては、2008 年 3 月に打上げが成功した超高速イ
ンターネット衛星 WINDS（「きずな」）、ALOS や GOSAT、準天頂衛星 1 号機を含め、双方向通信、
画像、位置情報を共有できるようにする。中国やインドのリモート・センシング衛星画像提供も受け、
また、東南アジア諸国のうちタイやマレーシア、インドネシアは小型リモート・センシング衛星の画像
を将来的には提供する方向で調整する。インドは、米国に次いで世界で 2 番目に多くのリモート・
センシング衛星を運用する国であり、画像販売ビジネスもインド宇宙開発機関（ISRO）の商業部門
であるアントリックス社を通じて堅調に業績を伸ばしており、すでにセンチネル・アジアにおいて、自
国の画像提供の意向を明確にしている。中国もアジア太平洋宇宙協力機構（APSCO）条約の盟主
として、加盟国と打ち上げる小型リモート・センシング衛星を提供することが可能であるかもしれな
い。
日本も、上記の提供衛星に加えて、小型リモート・センシング衛星の開発に力を注ぐことが重要で
あろう。また、小型衛星は、任務が限定され、寿命も短いので、打上げ回数を増やすことが必要で
あるが、年間 190 日という制約のある種子島射場では限界がある。小型衛星の特色を活かす空中
発射、日本の地理的位置を活かす海上発射、または北海道や沖縄での射場整備も含めて射場の
拡充を図ることもアジア衛星監視システムを成功させるための重要な要素であろう。宇宙基本法第
9 条の「地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策」として、宇宙特区を設置し、地理的
位置を活かした射場整備を地方公共団体、さらには民間の所有の可能性も排除せずに考えていく
ことができるであろう。
③ISS を用いる国際協力
アジア衛星監視機構は、国際協力や宇宙外交（第 6 条）に資するものであるが、現行のプロジェ

33

第 12 回 APRSAF 会合（2005 年）において、コンセンサスで合意された「アジア防災・危機管理シ
ステム」のパイロットプロジェクトである。
34
青木節子「アジア衛星監視システムの可能性と課題」（平和・安全保障研究所奨学プログラ修了
論文）（1996 年）（未発行）。
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クトで宇宙外交に大きな力をもつのが、ＩＳＳの日本モジュール「きぼう」を他のアジア諸国の実験
（インドネシア、マレーシア、韓国等）に開放している点などである。将来的には、「きぼう」にタイ、
韓国、モンゴルなどアジア諸国の宇宙飛行士の滞在をアジア協力として考えることも視野に入れて
よいのではないか。顔のみえる宇宙活動には、やはり自国の代表が関わることが重要だからである。
中国は独自の有人宇宙プロジェクトを着々と進めている。日本は、ＩＳＳ計画の中で国際水準の有
人宇宙技術を獲得・蓄積し、アジア最多の宇宙飛行士を生んだ。今後は、ODA なども用いてこの
方面でもアジア協力をいっそう推し進めていくべきであろう。35
他にも、M ロケットシリーズの終了後の次期固体ロケットの開発（安全保障、科学研究）、人類の知
見の拡大に貢献する月探査計画における国際協力、スペースデブリ低減や周波数の管理などを
国際的に総合的に行う宇宙交通管理等基本計画に盛り込むべきさまざまな候補があるが、その優
先順位づけについては、紙幅の都合により、別稿に委ねる。
④教育と人材開発
このような宇宙開発利用の基本理念の実現のためには、前提として国としての強固な自立的宇
宙能力をもつ必要がある、ということを忘れてはならない。そのため、基本法は、基礎研究及び基
盤的技術の信頼性の維持向上に努め(17 条)、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成及び資質
の向上をめざし必要な施策を講じなければならない（21 条）、と規定する。また、国民の理解と関心
が、宇宙開発利用の成功には不可欠なので、国には、宇宙開発利用の「教育及び学習の振興、
広報活動の充実その他の必要な施策」を講ずる義務が課される（22 条）。教育と人材開発は宇宙
に限らず、国家プロジェクトすべての基本である。
３ ｛「非侵略」‐憲法の第 9 条の制約｝としての宇宙の平和利用
宇宙基本法第 2 条は、「宇宙開発利用は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用に
おける国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約（下線部は、「宇宙条
約」の正式名称。筆者注）その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理
念にのっとり、行われるものとする」と規定する。 第 2 条の前半部分は、日本も、基本的には平和
的利用の解釈を従来の「非軍事」から、国際標準の「非侵略」に変更することを規定するものである。
そして、後半部分で、憲法９条に基づき課される固有の制約のために、諸外国並みに非侵略利用
をすべて平和的目的の利用と位置づけることはできない旨が確認される。36たとえば、現行の憲法
解釈では、集団的自衛権の行使を許容しないので、ミサイル防衛のために日本が軍用通信衛星、
早期警戒衛星等を保有し利用する場合、米国の「武力行使との一体性」があると解される余地があ

35

宇宙関連の ODA 例として、インドネシアやブラジルの要請に基づく森林資源管理支援プロジェ
クトならびにエチオピアの河川管理・改善計画の調査などがある。
36
基本法 2 条における日本国憲法への言及は、与党内での調整時、公明党の主張により取り入
れられた。公明新聞（2008 年 5 月 22 日）2 面参照。また、その後、民主党との協議で 1 条（目的）
に同趣旨の文言を加えたとされる。
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ってはならない。 37また、自衛のための必要最小限度の実力を超える「戦力」の保持は禁止される
ので、性能上専ら相手国の国土壊滅のために用いられる、大陸間弾道ミサイル（ICBM）、中距離
弾道ミサイル（IRBM）、B52 長距離爆撃機等を保有することは許されないと解釈されている。38また、
宇宙空間はいかなる国の領域でもなく、衛星は船舶や航空機と異なり、移動体であってもその中に
一時的な人間社会をもたず、また、国籍が付与されない。それもあり、衛星破壊を国土壊滅に準え
ることが困難であり、したがって、ASAT 兵器の使用が自衛権の要件に合致する場合を想定するこ
とは非常に困難と言わざるを得ないであろう。39 「非侵略」利用から日本国憲法の制約を除いた残
余という範囲での平和的利用の理念に基づき、「国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに
我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずる」（14 条）こととな
った。今後は、国連平和維持活動等自衛隊の海外派遣に際して、また国土の専守防衛のために
人工衛星等の利用が可能となる。40
ところで、宇宙技術応用は、機能面からは、民生用途と軍事用途を区別することがほぼ不可能で
あるため、「国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理の
ために必要な施策を講ずるものとする」という規定が置かれた（23 条）。現在、JAXA 職員には職務
上知り得た秘密の保持義務が課されるが（JAXA 法 16 条）、自衛隊法のような秘密漏洩に対する罰
則が課されるわけではない。宇宙科学研究成果を国際公衆に公表して人類の知見の拡大に貢献
する利益、宇宙技術応用の成果を国際社会に広く提供して人間の生活の向上に貢献する日本の
義務および国益と安全保障上の要請をどのように折り合いをつけるか、慎重な討議が必要とされ
る。
国内宇宙法の例でみると、カナダ法（2005 年）やドイツ法（2007 年）は、国家安全保障を維持する
目的で、私企業に、高解像度のリモート・センシング衛星画像の撮影や配布の制限を命じる国家
の権利を確認することを主たる目的として制定された。国内法をもたないインドも、アジア随一のリ
モート・センシング産業をもつ国として、ISRO 規則が、画像撮影、配布制限についての詳細・厳格
な情報管理を規定する。41米国は、陸域リモート・センシング政策法（1992 年）の規則の中で、リモ
ート・センシング衛星運用免許申請基準として、私企業は、大統領が指定する国・地域の撮影を行
わず、商務長官の指示に従い画像を提供する義務を負うことに同意しなければならない。カナダ
法やドイツ法のモデルともなった「シャッター・コントロール」である。日本も、宇宙基本法第 35 条に

37

たとえば、衆議院国連特別委員会（平成 2 年 10 月 29 日）工藤法制局長官答弁参照。
衆議院内閣委員会（昭和 46 年 5 月 15 日）久保防衛局長答弁、衆議院予算委員会（昭和 53 年
2 月 13 日）伊藤防衛局長答弁、衆議院内閣委員会（昭和 61 年 11 月 20 日）味村法制局長官答弁
等参照。
39
また、7 条（環境への配慮）及び 20 条（環境の保全）という観点からも、スペースデブリを発生さ
せるような衛星の物理的破壊を伴う ASAT は許容されないと解釈される余地があろう。
40
もっとも、国会決議当時の平和的目的を謳う JAXA 法（平成 14 年法律 161 号）第 4 条をはじめと
する必要な法改正、法整備等は必要とされる。
41
ISRO, Remote Sensing Data Policy, EOS: Policy-01 (2001). なお、米国は、1994 年の大統領指
令以降、高解像度画像の配布制限等を、陸域リモート・センシング政策法（1992 年）に基づくリモー
ト・センシング衛星運用のための免許要件に含める。15 C.F. R 960 12.
38
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基づく宇宙活動法を策定する際、なんらかの形で「シャッター・コントロール」を取り入れなければな
らないであろう。米国市場で日本の画像を販売するためには、前述の 1992 年法・規則に基づいて、
日本または日本企業は米国法を遵守する必要があることもその理由の一部であるが、汎用性の高
い技術の管理は、国際安全保障の向上に責任をもつ国の義務であるからである。もちろん、地球
観測データ、災害時の国際協力としてのデータ提供制度との調整が必要であり、国際協力と国家
の情報管理の両立が容易でない事例が現出することは想像に難くない。42
４ 産業振興と宇宙活動に関する法制の整備
宇宙基本法は、基本理念に産業新興を含め（第 4 条）、民間事業者による宇宙開発利用の促進
のために、政府に①民間事業者から計画的に物品やサービスを調達するよう配慮すること、②射
場、試験研究設備等のインフラ整備は国が責任をもつこと、③研究開発成果の速やかな民間への
移転を実施すること、④開発技術の速やかな企業化に努めること、⑤民間事業者による投資を容
易にするための税制上、金融上その他の措置などを取ること等を義務づける（第 16 条）。 ①から
⑤の義務は、すでに欧米諸国および中国では実施されていることである。世界的に宇宙空間の利
用が、富と安全保障の双方を獲得するためにますます重要となった現状に鑑みて、宇宙先進国を
中心に諸外国は、より強力かつ効率的な宇宙開発利用の実現を国家戦略と位置づけて、宇宙開
発利用についての基本政策を数年ごとに策定し、それに沿って宇宙開発を進めている現状がある
からである。最近の宇宙政策としては、たとえば米国が 20076 年 10 月に新しい「国家宇宙政策」
（の公開版）を公表し、ロシアが 2005 年 10 に連邦宇宙プログラムを、中国が 2007 年 2 月に第 11
次宇宙 5 ヵ年計画を、2006 年 10 月に第 2 回中国宇宙白書を発表した。欧州連合（EU）として初め
て作成した「欧州宇宙政策」（これは公開版のみで、秘密版は存在しない。）も 2007 年 4 月に発表
された。これらの政策においては、いずれも宇宙の産業化のための国の施策についてかなりの紙
幅を費やしている。参考にしつつ、日本の現状の中で取り入れることができるものを大胆に既存の
法改正を行って取り入れていくべきであろう。
現在、世界では、スパイ衛星としても利用可能な小型リモート・センシング衛星の受容が大きいの
で、途上国向けには、衛星製造、打上げ、管制局建設運用、画像解析、要員訓練、保守管理等を
一括して請け負うことが多い。中国はこの方法で、ナイジェリアやベネズエラと協定を結び、宇宙産
業の育成を図った。また、衛星画像の解析・判読、アーカイブ化された画像の組み合わせによる新
たな情報の創出や弾道飛行による宇宙観光業も有望である。地理的位置を活かしてスペースポー
トを建設し、宇宙基地体験ができるスペースランドを設立する宇宙特区も一考であろう。さらに、軌
道上の衛星売買やリースが珍しくない今、その仲介業を促進するという方法もあろう。打上げを安
全にするためのデブリ情報提供（米国の限定公開情報を利用する。）や宇宙気象情報提供業もあ

42

日本が関わるデータ提供制度について、たとえば青木節子「宇宙法におけるソフトローの機能
‐市場と公益の調整原理」小寺彰・道垣内正人編『国際社会とソフトロー』（有斐閣、2008 年）
92-100 頁参照。
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り得る。
産業振興と深く関わるものに、宇宙基本法に続く法整備‐宇宙活動法‐がある。宇宙基本法第
35 条は、 「政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約
束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施」す
ること（1 項）および法制整備が「国際社会における我が国の利益の増進及び民間における宇宙開
発利用の推進に資するように行われるものとする」（2 項）ことを規定する。現在までに 15 ヵ国以上が
宇宙開発利用についての国内法または勅令等を制定してきたが、その理由としては、①国際条約
の国内履行、②産業振興、③国際宇宙法の欠缺の補充43、④国内政策の表明等が挙げられる。ノ
ルウェー（1968 年）、スウェーデン（1982 年）は、①の側面が、ベルギー（2001 年）、オランダ（2006
年）、イタリア（2006 年）は①、③の側面が強く、オーストラリア（1998 年）、ブラジル（2001 年、勅令）
は商業打ち上げの射場提供国としての立場のからの②という目的が目立つ。カナダ（2005 年）、ド
イツ（2007 年）は、前述のようにリモート・センシング画像提供における④という点が顕著であるが、
同時に②を含む。米国（1984 年以降多数）、英国（1986 年）、南ア（1993 年）、ロシア（1993 年以降
複数）、ウクライナ（1996 年）、中国(2001 年、2002 年に日本の省令に該当する弁法)、韓国（2005
年）、フランス（2008 年）は、②を中心としつつ、包括的に①〜④の目的を含む。基本法第 35 条 2
項は、②、③において日本の国益を損なわず、産業振興に役立てる宇宙活動法を制定するよう要
請する規定と読むことができる。衆参両院の内閣委員会決議では、本法施行後 2 年以内を目途に
宇宙活動法を整備するよう要請している（同決議６項）こともあり、迅速な法整備が必要とされる。す
でに 2008 年 10 月 1 日に開催された「宇宙開発戦略専門調査会」（宇宙開発戦略本部令（平成 20
年政令第 251 号）第 1 条に基づき設置。）において、「宇宙活動に関する法制検討ワーキンググル
ープ」が設置された。44
おわりに
宇宙基本法は、他の宇宙先進国の国内法と異なり、日本が宇宙を包括的な国家戦略実現の道
具として用いることを宣言した政策文書の趣が強い。したがって、同法の目的達成は、宇宙基本計
画と宇宙活動法の策定において、従来の問題点をどの程度克服できるかにかかっているといえる
であろう。特に産業化のための制度設計は宇宙活動法にほぼ全面的に委ねられている。したがっ
て、大企業‐特に既存の防衛産業‐の優遇に終わることなく、中小企業やベンチャー企業の参入
を促すよう、公平、迅速、平易な許認可制度を備え、法的コストを下げるよう工夫する必要がある。
そして、最後に、強靱な宇宙能力は、基礎的な宇宙科学研究にあることは強調してもしすぎること
はないことを附言したい。それは、日本の宇宙開発黎明期の栄光で実証されている。したがって、
宇宙開発利用に関係する機構再編が、広義の安全保障向上（トップダウン型）と科学技術の自由
43

1979 年を最後に国連では、宇宙関係条約の作成ができず、商業利用が発展しつつある現状を
規律するための国際法が不十分となっている。しかし、新しい国際宇宙法の方向性は、国連総会
決議等のソフトローで補充されつつあるので、各国国内法は、その内容を自国の国益を反映する
形で摂取する傾向にある。
44
座長は、小菅敏夫教授（電気通信大学名誉教授）である。
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な発展（ボトムアップ型）とを両立させる仕組みとして構築されるよう、宇宙基本計画が作成される必
要があるであろう。
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