
委員会の議論１．SSPS 概念設計（2000 年代）の内容と技術課題について 

 

日本では、2000年代前半～2007年頃に 2種類の 1GW/100万 kW級マイクロ波送電型宇宙太陽光発電システム（SSPS）の概

念設計が行われています。それらの内容が委員会で紹介されました。 

 

マイクロ波方式 SSPS 発送電一体モデル マイクロ波方式 SSPS 反射鏡モデル 

 
 
 
 
 
 
 

 

経済産業省および USEF（財団法人無人宇宙実験システム
研究開発機構）によって検討（2007） 

JAXAが中心となって検討（2007） 

 

軌道 静止軌道 （高度 3万 6000ｋｍ 赤道上） 

パネル寸法 2.5km×2.375km×0.02m 

全質量 26600ton 

地上レクテナ寸法 3.5km×4.0km （周囲 2km に緩衝地帯を設ける） 

総日射エネルギー 8GW 

発電電力 2.75GW （効率 35％を仮定） 

マイクロ波送電電力 1.40GW （5.8GHz 帯マイクロ波の使用を想定） 

地上交流出力 1GW （100万 kW） 

再使用型宇宙輸送システム

への要求（低軌道打ち上げ） 

1回あたり貨物質量 45ton、 

打ち上げ頻度 3.1回/日、 

必要機体数 16機、 

打ち上げコスト 1700 万円/ton 

建設期間 1年 （目標） 

建設コスト 1兆 2716億円 （目標） 

稼働期間 40年 （目標） 

メンテナンスコスト 年あたり建設コストの 3％ （目標） 

売電価格 15円/kWh （想定） 

 

 

 

軌道 静止軌道 （高度 3万 6000ｋｍ 赤道上） 

反射鏡寸法 2.5km×3.5km 

発電部寸法 Φ1.25km 

送電部寸法 Φ1.8km 

全質量 10000ton 

地上レクテナ寸法 Φ2.45km 

太陽光入射エネルギー 11.71GW （反射鏡使用） 

発電電力 2.03GW （効率 17％） 

マイクロ波送電電力 1.40GW （5.8GHz 帯マイクロ波の使用を想定） 

地上交流出力 1.00GW （100万 kW） 

再使用型輸送系要求（低軌道） 貨物質量 50ton、 

打ち上げ頻度 0.84回/日、 

必要機体数 7機、 

打ち上げコスト 1700 万円/ton 

建設期間 1年 （目標） 

建設コスト 1兆 2000億円 （目標） 

稼働期間 40年 （目標） 

メンテナンスコスト 年あたり建設コストの 3％ （目標） 

発電コスト 8円/kWh 
 

 

マイクロ波方式 SSPS 発送電一体モデル 

この SSPSの宇宙機部分（以下、宇宙セグメントと呼びます）の基本的なコンセプトは、静止軌道（赤道上空 3万 6千 km）を

周回する、一辺が約 2.5km、厚さが 2cm という巨大な薄いパネル形状です。 

テザー（ひも）を用いた重力傾斜法により姿勢を安定させて、一方のパネル面を常に地上に向き続けるように設計されてい

ます。パネルの両面には太陽電池セルが貼られ、太陽光を受けている側のセルが発電します。宇宙セグメントが地球の周りを

１日１周する間に、太陽光の入射角度が 360度回転するため、発電量がゆっくりと変化し、1日 2回、発電量がゼロの時間帯が

発生します。その影響を緩和するため宇宙セグメント内にバッテリーの搭載が検討されていました。 

パネルにはマイクロ波の発振素子とフェーズドアレイアンテナが搭載され、送電目標となる地上の受電設備（以下、地上セ

グメントと呼ぶ。）に向けて、マイクロ波ビームの形で無線送電します。一枚一枚のパネルは電気的に独立しており、それぞれ

が太陽光をマイクロ波ビームに変換するため、宇宙セグメント全体の電力が集中するポイントが無い設計となっています。マイ

クロ波周波数には、天候にほぼ影響を受けずに送電できる 5.8GHz帯を想定しており、十分に細いマイクロ波ビームを形成す



るため、送電アンテナのサイズは約 2.5km。地上セグメントに設置されるレクテナの大きさは、日本付近の緯度の影響も想定し

3.5×4kmの楕円形と見積もられていました。 

この太陽光パネル全体で最大 8GWの日射エネルギーを受け止め、その後、さまざまなエネルギー変換効率によるエネル

ギーロスを加味した上で、地上で 1GW（100万 kW）の電力を出力するシステム構想となっていました。 

最終的に地上に供給されるエネルギー価格を現在の他の発電手法と競合できる程度に抑えるには、建造にかかるすべて

のコストの目標として、1兆 2716億円と試算されていました。（なお、この数字は運用機 1機あたりの建造費目標であり、研究

開発／試作費や実証機、宇宙輸送システムの開発費等は含まれないことに注意してください。） 

軌道上での稼働期間（寿命）は 40年。維持管理や修理の費用として、建造費の 3％のコストが毎年発生するという前提が

おかれていました。 

 

マイクロ波方式 SSPS反射鏡モデル 

この SSPSの宇宙セグメントの基本的なコンセプトは、2機の巨大な鏡（ミラー）衛星と、1機の主衛星（太陽光から電力への

変換およびマイクロ波送電を担う）からなる、合計で 3機のフォーメーションフライト衛星システムです。静止軌道に配置されま

す。ミラー衛星のサイズは 2.5km×3.5kmで、常に太陽を指向し、主衛星の発電部に向かって太陽光が継続して反射される位

置と姿勢を維持します。主衛星は地球を指向するため、ミラー衛星と主衛星は相対的に一日 1回転することになります。主衛

星の南北面パネル（直径 1.25km）に貼られた太陽電池セルで、鏡から入射した太陽光を電力に変換し、その電力を地球指向

面のパネル（直径 1.8km）まで有線で送電し、そこから地上セグメントへ向けてマイクロ波送電を行います。 

マイクロ波送電の基本的な考え方、送電距離、周波数等は発送電一体モデルと同様ですが、宇宙セグメントの送電アンテ

ナ、地上セグメントのレクテナのサイズは少し異なります。 

ミラー衛星に入射する太陽光エネルギーは 11.71GW、途中の様々なエネルギー変換ロスを考慮して、最終的に地上で供給

される電力は 1GW と設定されていました。 

地上への供給電力（1GW）、稼働期間（40年）、維持管理や修理の費用の前提（毎年建造費の 3％）等が発送電一体モデル

と同一で、建造コスト目標値もほぼ同一の 1兆 2000億円とされていました。その金額に、研究開発／試作費、実証機、宇宙輸

送システムの開発費等が含まれないのも同様です。 

 

SSPS概念設計における重要な技術的課題 

2つの 1GW級マイクロ波送電型 SSPSの概念検討モデルを実現する過程で解決すべき多くの課題のうち、人類が現在保

有する技術との格差が特に大きい、技術開発上の重要課題と考えられるものを以下に解説します。 

 

発送電一体型モデルおよび反射鏡モデルの重要な技術課題例 

主な技術課題 発送電一体型モデル 反射鏡モデル 

軌道上への物資の打ち上げに関わるコスト（宇宙輸送コスト）の
大幅な低減 

●（該当） ●（該当） 

静止軌道から地上のレクテナへ向けて極めて小さな角度誤差
で正確に高効率に無線電力伝送（エネルギー伝送）する技術 

●（該当） ●（該当） 

kmサイズの大型宇宙構造物を無人で構築、運用、維持、廃棄
（再利用）する技術 

●（該当） ●（該当） 

発電量変化を緩和するための搭載バッテリー ●（該当） －（非該当） 

超軽量薄膜ミラー衛星によるフォーメーションフライト技術 －（非該当） ●（該当） 

宇宙環境における大電力有線送電 －（非該当） ●（該当） 

 

軌道上への物資の打ち上げに関わるコスト（宇宙輸送コスト）の大幅な低減  

宇宙輸送コストの低減は大きな課題となります。宇宙セグメント全体の質量は 1万トン（反射鏡モデル）～2万トン（発送電一

体型モデル）と見積もられており、建造コストを目標値内に収めるためには、トン当たり 1700万円程度の打ち上げ費用（これは

低軌道までの費用であり、静止軌道まで到達するための費用は別途発生する。）を実現する必要があります。また建造期間１



年を想定し、1回 45～50 トンの貨物を 1日 1回（反射鏡モデル）～3回（発送電一体型モデル）程度軌道上へ運ぶ必要がある

とされました。 

これらの数値は、現在日本が運用している H-IIAロケット（低軌道までトン当たり 10億円程度、1回の打ち上げ能力約 10 ト

ン、年間打ち上げ数 3～4回）等の使い切り型では実現困難ですので、大型かつ完全再使用型の新たな宇宙輸送システムを

開発し、単位打ち上げ質量あたり現在の 1/50程度まで輸送コストを低減する必要があります。 

1980年代に開発されたスペースシャトルは、オービターと固体ロケットブースターを再使用する部分再使用の設計を採用し

輸送コストの低減を目指していましたが、結果的には使い切り型の輸送コストを大幅に上回ってしまいました。その後、SpaceX

社によるロケット 1段回収実験の継続的成功や１段の再使用による打ち上げ成功などの新たな動きがありますが、現在（2017

年）でも、SSPSの実現に直接寄与するような大幅な宇宙輸送コストの低下は実現していません。 

なお、内閣府宇宙政策委員会での宇宙輸送システム長期ビジョンワーキンググループにて 2014年に検討された宇宙輸送

システム長期ビジョンでは、2040 年以降において実現が期待される宇宙輸送システム手段として、再使用型輸送系実現への

取り組みに関する議論がなされていました。 

 

静止軌道から地上のレクテナへ向けて極めて小さな角度誤差で正確に無線電力伝送（エネルギー伝送）

する技術 

静止軌道から地上のレクテナまでの距離は、最短の赤道直下で 3万 6千 kmあり、緯度が高い地域だとさらに上回ります。

その距離を無線電力伝送するにあたり、ビーム方向制御の角度誤差は、レクテナの周辺に必要な安全距離、ひいては地上セ

グメントの専有面積に大きな影響を与えるため、角度誤差を極めて小さくする必要があります。発送電一体モデル、反射鏡モ

デル共に、0.001度程度の誤差に抑えることが想定されており、SSPSの実現には、km サイズのフェーズドアレイアンテナに搭

載される億を超える単位の素子のすべてを、高度に制御しながら、地上へ向けて高精度な無線電力伝送を行う技術の実現が

必要となります。 

 

kmサイズの大型宇宙構造物を無人で構築、運用、維持、廃棄（再利用）する技術 

現在、人類が構築した最大の宇宙構造物である国際宇宙ステーション（ISS）の大きさは最長部で 108.5mです。ロシアのプ

ロトンロケットや米国のスペースシャトルでモジュールごとに分割して宇宙に輸送され、軌道上で有人で（宇宙飛行士の船外活

動とロボットアーム操作で）構築されました。 

一方、発送電一体モデル、反射鏡モデルの両SSPSは共に大きさが2kmを越える巨大な宇宙建造物で、かつ、運用高度が

ISS（約 400km）よりはるかに高い静止軌道（約 3万 6千 km）であること、コストを抑えるため無人で構築する必要があること、

大きさの割に非常に軽く、全体として見れば剛性が著しく低い構造物であること等の特徴があります。これらの特徴を備えた宇

宙構造物を無人で構築し、長期（40年）にわたって運用し、熱、真空、紫外線、放射線、スペースデブリ等の影響のもとで機能

を維持し、最終的に安全かつ適切に廃棄（再利用）を行うためには、極めて高度な技術の開発が必要となります。 

 

発電量変化を緩和するための搭載バッテリー 

発送電一体型モデルでは、宇宙機が太陽光に対して一日 1回転するため、太陽光と太陽電池面との角度が変わることで

発電量が変化する（一日に 2回、発電量ゼロとなる）という特徴を持っています。地上受電量を一定にするため、発送電一体型

モデルの内部にはバッテリーの搭載が検討されていました。宇宙機全体の質量、体積（厚さ 2cmの中に収める必要がある）、

稼働寿命 40年の要求を満たしながら、充分な蓄電容量を持つ、極めて高度な宇宙用バッテリー技術を実現する必要がありま

す。 

 

超軽量薄膜ミラー衛星によるフォーメーションフライト技術 

反射鏡モデルで検討されている 2つのミラー衛星は、2.5km×3.5kmのサイズでありながら、目標とする質量は 1000ton とさ

れていました。面積あたり密度は 0.145kg/m2と、官製はがき（0.26kg/m2）を下回り、超軽量構造でありながら、鏡としての機能・



性能（形状、面精度、反射率）を、宇宙空間で 40年にわたって維持することになります。そのような条件のもとで、太陽光輻射

や重力傾度の影響を受けながら、主衛星に対してフォーメーションフライトを行う必要があります。これらには、極めて高度な技

術の開発が必要となります。 

 

宇宙環境における大電力有線送電 

反射鏡モデルは、南北面パネルで太陽光から変換した電力を地球面パネルまで有線送電する必要があります。それぞれ

のパネルが発生する電力は片面あたり約 1GW（約 100万 kW）と見積もられています。宇宙環境下（真空中）での高電圧の使用

は放電を引き起こします。南北面パネルと地球面パネルとを接続する電力ケーブル（長さ kmオーダー）は、電圧を低く（電流を

大きく）するかわりに非常に太くして電気抵抗を減らすか、もしくは超電導ケーブルの採用が必要となります。前者は質量のデ

メリットが大きく、後者は、宇宙用の大電力超電導有線送電の技術開発が必要となります。 

  



 

委員会の議論２．2010 年の SSPS 研究開発ロードマップとその後の状況について 

 

過去の宇宙太陽光発電システム（SSPS）の研究開発ロードマップとその後の状況について、委員会で説明されました。以

下は 2010年に学会誌に投稿・掲載された SSPS研究開発ロードマップです。このロードマップは、2007年に構築された 2種類

の 1GW（100万 kW）マイクロ波送電型 SSPS（発送電一体型Model、反射鏡Model）の概念設計をベースに、おおよそ 30年後と

なる 2030年代に 1GW級の SSPS実用 1号機を実現することを目標とされていました。 

 

 

SSPS の実用化を目指した研究開発のロードマップ（2010年） 

 

このロードマップでは、SSPSのシステム検討、無線エネルギー伝送技術に関する要素技術検討、安全性や経済性、環境

影響等の評価や周波数調整等に取り組みつつ、2015年までのマイルストーンとして以下の 3つが掲げられていました。 

 

 2010年の無線エネルギー伝送（kW級）の地上実証 

 2010～2015年に kW級宇宙実証 

 2015年に送電方式（マイクロ波 or レーザー）の選択 

 

その後、産業技術やSSPS以外の宇宙技術の進歩を睨みつつ、下記のマイルストーンを経て、最終目標とする 1GW級の実

用機建設は 2030年頃とされていました。 

 

 2015～2020年に 100kW級宇宙実証 

 2020年にシステム方式（発送電一体型 Model or反射鏡 Model）のどちらかを選択 

 2020～2025年に 2MW級実証プラントの軌道上建設 

 2020年代後半に 200MW 級実証プラントの軌道上建設 

 



本ロードマップのターゲットであるマイクロ波 SSPS（発送電一体型 Model、反射鏡 Model）を実現するには、ここに述べた通

り、「宇宙輸送コストの大幅な削減」「kmサイズの宇宙構造物を無人で構築、運用、維持、廃棄（再利用）する技術」等の、宇宙

開発の常識を覆し社会の状況を一変するような、革新的な、かつ難易度の高い技術課題を解決する必要があります。 

また、技術課題の解決と併行して、技術実証レベル（送電規模）を 1～2桁ずつ増した SSPS実証機を 5年おきに開発、打ち

上げ、運用を行うという、非常にチャレンジングな SSPS実用機建設（2030年代）に至るスケジュールが設定されていました。 

このロードマップと、現在（2017年）の進捗状況とを比較すると以下の通りとなります。 

 

 無線エネルギー伝送（kW級）の地上実証はロードマップから 4年遅れの 2015年に完了。しかし、その次の kW級宇宙実

証（2015年までに実施）について、その開発着手の目処が立っておらず、既に着手時期となっているさらに次の 100kW級

宇宙実証の着手の目処も立っていない。 

 低コスト宇宙輸送システム、大型宇宙構造物等の様々な技術課題の解決も、2030年代の SSPS 実現に向けた速度では

進んでいない。 

 

以上を踏まえ、2010年に提唱されたロードマップは見直しが必要な状況となっています。 

  



 

委員会の議論３．SSPS を取り巻く社会状況の変化について 

 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）を取り巻く、エネルギー・環境、およびそれに関わる社会・経済等の状況が、2010年代以降、

大きく変化していることに着目する必要がある、との議論が委員会でなされました。近年、特に変化が著しい諸点について以

下に解説します。 

 

エネルギー・環境、社会・経済等の状況の変化 

エネルギー、環境に関する状況の変化 

 非在来型化石燃料 

 原子力発電 

 二酸化炭素の濃度上昇、気候変動リスク 

 地上の再生可能エネルギーのコスト低下と導入量増加 

 系統サポート技術（含：蓄電技術） 

日本国内に着目した社会、経済の状況の変化 
 国内の発電量、エネルギー消費量頭打ち＆減少傾向 

 電力自由化（発送電分離）の実施 

 

非在来型化石燃料 

古くは 2回のオイルショック（1973年、1979年）、近年では 2000年代に、化石燃料の価格が著しく高騰しました。また、それ

に関連し、近い将来、石油の生産がピークを越えて減少・枯渇に向かうのではないかという危機感が、特に 2000年代に「ピー

クオイル論」として語られました。一方、非在来型化石燃料の掘削技術、特に、地下のシェール（頁岩）層を水平方向にボーリ

ングし、水圧破砕する技術の進歩により、米国の非在来型のガス（シェールガス）および非在来型の石油（シェールオイル／タ

イトオイル）の生産量・埋蔵量は増大し、世界的な化石燃料の価格低下を引き起こしています。米国以外にもシェール層は世

界中に広く分布していること、在来型の油田／ガス田の探索・掘削技術も併せて進歩することにより、石油や天然ガスが近い

将来に枯渇するリスクはほぼなくなったと考えられます。なお、非在来型化石燃料も、在来型と同じく、安価な生産価格が見込

まれる鉱区から開発されていくため、石油、天然ガス価格は長期的には徐々に上昇していくと予想されています。 

 

原子力発電 

2000年代後半、化石燃料高騰と二酸化炭素濃度上昇を受けて、一時期、原子力発電を再評価する動き（原子力ルネサン

ス）がありましたが、シェールガス革命による化石燃料価格の低下や、東京電力福島第一原子力発電所の事故（2011年）によ

る原子力発電のリスク再認識により、特に先進国で「脱原子力」の動きが見られるようになりました。ただし、中国を初めとした

新興国では、原子力発電導入の動きは依然活発です。 

また、ウランやプルトニウムの核分裂のエネルギーを利用する従来の原子力発電とは別に、重水素と三重水素の核融合エ

ネルギーを利用する核融合発電の実現を目指し、国際熱核融合実験炉（ITER）が、2025年の運転開始を目標として開発され

ています。また、ITER後の展望として、核融合原型炉の建設は最速で 2030～2040年代、原型炉の運転は 2040年代後半とさ

れています。 

 

二酸化炭素の濃度上昇、気候変動リスク 

大気中に含まれる二酸化炭素濃度は、2013年に史上初めて400ppmを越え、その後も継続的に上昇しています。主要な地

球温暖化ガスである二酸化炭素の増加により、海水温度や地表温度が上昇し、気候変動等が生じるリスクが高まっています。 

2015年の COP21（気候変動枠組条約第 21回締約国会議）において、 

①温暖化ガスの排出量をできるだけ早くピークアウトさせる 

②今世紀後半には人為起源の排出を正味ゼロとする。 

ことを目指すとしたパリ協定が採択されました。 

 



地上の再生可能エネルギーのコスト低下と導入量増加 

2000年代以降、特に 2010年代に入り、地上の太陽光発電、風力発電等の技術が進歩し、発電コストが急速に低下しまし

た。また、新興国での大規模水力発電を含め、社会への再生可能エネルギーの導入量が急速に増加しつつあります。 

（2004年→2013年→2014年の世界の再生可能エネルギー発電容量増加 800GW→1578GW→1712GW） 

 

系統サポート技術（含：蓄電技術） 

地上の太陽光発電、風力発電等は、昼夜や天候によって出力が大きく変動するため、導入が進むと、電力需給ギャップが

発生し地上の送電システムを不安定化させる要因となります。それらに対して、電源の出力調整、広域運用、出力予測、蓄電、

スマートグリッド等により、安定化をはかりつつ、再生可能エネルギーの導入量を増やすことを目的とした、系統サポート技術

の研究開発、および社会実装が、海外および国内の両方で進みつつあります。 

また、出力（kW～GW）、変動の周期（秒～分～時間）に応じた系統安定化に貢献するための、様々な蓄電（蓄エネルギー）

技術の性能向上と低コスト化に向けた研究開発、および社会実装も加速しています。 

 

国内の発電量、エネルギー消費量頭打ち＆減少傾向 

国内のエネルギー消費量は 2004年に、総電力消費量は 2008年にピークを迎え、その後、低下を続けています。また、再

生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）が 2011年に導入されて以降、地上の太陽光発電の導入が想定以上に進み、む

しろ過剰発電と電力系統制約が課題となっている状況です。 

 

電力自由化（発送電分離）の実施 

国内では、2016年 4月 1日に、電気の小売業への参入が全面自由化されました。また、2020年には電力会社の発送電分

離が予定されています。これらの施策により、従来発電会社、新規参入発電会社、送配電会社、大手需要家、一般消費者の

多様なプレーヤーを巻き込み、それぞれのニーズに対応すべく、時間帯別料金、価格以外のサービスの充実、新たな技術革

新等がなされ、これらを通じて、電力関連市場が活性化し、電力のダイナミックな売買システムが実現していくと想定されてい

ます。 

 

  



 

委員会の議論４．SSPS の実現を目指すことの意義・価値について 

 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）の実現を目指すことの意義・価値について、委員会では以下のように議論されました。 

 

SSPSの意義・価値の整理 

意義・価値 想定将来 内容 

無線エネルギー伝送技術／宇宙

技術の発展等への貢献 
近々～SSPS実現まで 

SSPSの研究開発で培った技術を応用し、移動体への無線エネルギー伝

送等を実現できる可能性 

 

SSPSを、宇宙空間のプラットフォームとして、発電所以外の複数の用途

に活用 

 

※SSPSそのものではなく、SSPSに付随する意義・価値 

地球規模のエネルギー安全保障

／電力システム安定化 
数十年 

電力需給が逼迫している地域、災害等でエネルギーインフラが破壊され

た地域等、柔軟に送電先を切り替えることで、地球規模のエネルギー安

全保障／電力システム安定化に貢献できる可能性 

 

※SSPSの強み（宇宙からの無線エネルギー伝送）を活かせる。 

二酸化炭素排出量削減（超長期） 50～100年 
パリ協定（今世紀後半の人為起源 CO2排出を実質ゼロを目指す）のよう

な、50～100年規模の超長期を見据えた貢献の可能性 

 

これまでの検討である、マイクロ波 SSPS概念設計モデル（発送電一体型 Model、反射鏡 Model）では、現在の大型ダム水

力発電所や原子力発電所と同様に、電力会社が保有する大規模発電所として、SSPSから地上の電力網へ向けて、商業ベー

スで電力供給が行われることが想定されていました。 

その後、SSPSの機数を徐々に増やしていくことで 

 

1. 二酸化炭素排出量削減 

2. わが国のエネルギー自給率向上 

3. 枯渇へ向かう化石燃料の代替 

 

等の社会課題の解決（意義・価値）に貢献していくことが期待されていました。なお、仮に 30年後に 1GW級の SSPS初号機が

実現し、その後、これらの社会課題に有意に貢献できる軌道上機数まで増加するのに必要な年数を仮に 20年とすると、実際

に貢献できる時期はおよそ 50年後となります。 

しかし、ここに述べたとおり、SSPSを取り巻くエネルギー・環境、社会・経済等の様々な状況変化が加速しつつあります。 

たとえば 

 非在来型の化石燃料（シェールガス・オイル）の掘削技術の進歩と化石燃料埋蔵量の大幅な増加 

 再生可能エネルギー技術が急速に進歩（コストが低下）し今後も導入量が増加し続けると予想されること 

 国内の消費エネルギーと電力消費が既に減少傾向にあり、再生可能エネルギーの大量導入と併せむしろ過剰発電

が課題となり始めていること 

 電力自由化により送配電網と大規模発電所（SSPS）の両方を巨大な電力会社が保有するという図式が成立しなくなる

こと 

等を考慮すると、1～3の SSPSの意義・価値では、数十年にも及ぶ SSPS研究開発を継続・加速させるためのリソース投入の

根拠とするのは難しくなってきていると考えられます。 



また、今後の社会状況の変化がさらに激しくなることを想定すると、SSPSの意義・価値を絞らず、短／中期、長期、超長期

のタイムスパンでの複数の意義・価値を設定し、状況の変化に応じてそれらの見直しを図りながら、研究開発を柔軟に進めて

行くことが重要であると考えられます。 

そこで、以下のように、SSPSの意義・価値について整理すべきとの議論が行われました。 

 

無線エネルギー伝送技術／宇宙技術の発展等への貢献（短～中期） 

SSPSを実現するには、従来の宇宙技術の常識を覆し社会の状況を一変するような、革新的な、かつ難易度の高い技術課

題を解決する必要があります。これは、SSPSの実現を目指すことで、様々な無線エネルギー伝送技術、および宇宙技術の発

展を促進することが可能となる、と言い換えることができます。 

たとえば、SSPSが実現する前の段階で、無線エネルギー伝送技術に関する研究開発成果を、地上の移動体、飛行機、モ

バイル機器への給電等の様々な用途に有効活用することで、関連産業の発展、および技術の進歩の加速が期待できます。ま

た、宇宙空間の巨大構築物である SSPSは、プラットフォームとして捉えると、通信、地球観測、有人滞在基地（観光）、宇宙工

場、深宇宙への中継基地等、本来用途である発電所以外に、様々な活用が考えられます。SSPSの建設に先んじて、あるいは

建設と併行してそれらの収益を獲得し、SSPSの売電収入と組み合わせることで SSPSの採算性を向上させることが可能で

す。 

 

地球規模のエネルギー安全保障／電力システム安定化（長期） 

SSPSは、軌道上からの無線エネルギー伝送という特色を活かし、電力需給が逼迫している地域や、災害等でエネルギー

インフラが破壊された地域等に柔軟に送電先を切り替えることで、世界規模でのエネルギー安全保障に貢献できる可能性が

あります。また、地上の太陽光発電システムの出力が夕刻に急速に低下し、同時に電力需要が高まるダックカーブ現象が生じ

つつありますが、適切な軌道を選べば、現地時間夕刻の送電に特化した SSPSの可能性があります。電力システムの安定化

に寄与しつつ、電力需給が逼迫している（高い電力購入単価を期待できる）地域に集中的に送電することで、社会課題を解決

しつつ、SSPS建設費用を早期に償却できる可能性があります。 

このように、先に社会実装が進みつつある地上太陽光発電を SSPSの競合技術と捉えて否定せず、それらと共存し、補完

し合うことで、双方の導入を促進する方法を模索することが、将来のエネルギー安全保障に貢献する未来を構築するために重

要であると考えられます。 

 

二酸化炭素排出量削減（超長期） 

二酸化炭素排出量を効果的に削減するためには、原則として、排出削減費用曲線に基づき、削減費用がマイナス、もしく

は小さなものから優先して導入していくことが重要です。SSPSは現時点で実現の目処、研究開発に必要な費用の目処、建造

費用の目処が立っておらず、排出削減費用曲線を元に、省エネ促進や再生可能エネルギーの導入等のさまざまな方策と比較

したり、有効性の多寡について議論することができる状態ではありません。（ここに示した 1兆 2716億円、あるいは 1兆 2000

億円は、SSPS建造コストの目標であって、予想／見込みではありません。） 

しかし、CO2を初めとする温室効果ガスの人為的排出は増大し続けており、気候変動のリスクが高まる中で、COP21（2015

年）では今世紀後半の人為起源 CO2排出を実質ゼロを目指すという非常にチャレンジングな目標がパリ協定として採択されま

した。 

この実現のためには、CO2排出削減費用が相当高価な手段を含め、あらゆる削減手段を総動員する必要があると考えら

れます。他の有望な削減手段を使い尽くしてなお、今世紀後半から来世紀にかけて温室効果ガス排出削減の必要に迫られる、

そのような 50年～100年程度を見越した超長期の削減手段の候補の 1つとして、SSPSの可能性があります。 

なお、超長期的に、省エネ技術や再生可能エネルギー技術、CO2回収・貯蔵技術等に対し、現時点では想定し得ない飛躍

的な技術革新が生じ、SSPS を上回る有効な削減手段となっている可能性があります。状況に応じ、取り組み方針を修正・更

新していくことが重要です。 



 

委員会の議論５．長期の研究開発を経て、社会への実装を目指す事業例  

 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、Peter.E.Glaserによる1968年の初期構想以降、50年近くにわたり、様々な概念検討や研

究開発が行われてきましたが、未だ実現の目処が立っていません。委員会では、SSPSの実現を阻む最も根本的なハードル

は、「SSPSが非常に長い期間にわたり大きなリソース投入を要する研究開発テーマであること」に起因して生じる以下のような

問題点である。との議論がなされました。 

 

●SSPS のシステム検討を行う際に調査した／想定した顧客からの要求が、研究開発に必要とされる長い期間に変化する、あ

るいは顧客そのものが変わってしまう。 

●SSPSを構成する各種要素技術について、予想し得なかった革新的技術が生まれたり、あるいは別技術の伸長により廃れ

てしまうことなどが長い期間には起こり得る。 

●実現に至るまでの長い研究開発期間の間に、社会や経済の状況が変化し、研究開発目標のインパクトが薄れたり、実現し

た場合に社会に与える意義価値が低減してしまうリスク。 

●これらの結果として、SSPSに関わる広いステークホルダーからの期待感や興味の持続が困難になり、研究開発リソースを

長期にわたって投入し続けるコンセンサスを得られなくなる。 

 

このような問題点を持つ SSPSについて、社会の状況変化に耐えて長期の研究開発を継続し事業化に辿り着けた／目指しつ

つあるものの他の例として、超電導リニア新幹線（国鉄、鉄道総研、JR東海）、および、火星有人探査・そして他惑星への移住

を目指すと宣言している SpaceX社の取り組みについて、委員会の席上で紹介され、SSPSへの取り組み方針の参考となる点

が議論されました。 

 

超電導リニア新幹線 

超電導による磁気浮上走行方式を採用した実用の鉄道路線として世界初となるリニア中央新幹線の歴史を紐解くと、1962

年に、国鉄鉄道技術研究所（当時、現在は公益財団法人鉄道総合技術研究所）において研究開発がスタートしています。そ

の後、1972年に無人での浮上走行を、1979年には宮崎リニア実験線において最高速度 517km/h（無人）を、1987年には有人

で 400.8km/h の走行を実現しています。その後、山梨リニア実験線において、対向列車とのすれ違いや、トンネルの影響の検

証などを進め、2011年に JR東海が事業計画を決定しています。 

長期の研究開発を継続するための条件を、三層のピラミッドとして整理し、示すと以下のようになります。 

 



 

超電導リニア新幹線のコト・モノ・技術要素の三層ピラミッド構造 

 

ピラミッドの頂上となる中心的意義・価値（＝コト）は、「高速で快適に乗客を都市間輸送できること」というワードを、二層目

に中心的意義・価値を実現する手段として超電導リニア新幹線という「モノ」を、最下層に「モノ」を実現するために必要な、様々

な技術要素を置いています。 

超電導リニア新幹線は、（１）頂上の中心的意義・価値（＝コト）が充分な説得力を持ち、時の流れと共にその価値が失われ

ない。（２）二層目の「モノ」が頂上の意義価値を実現するために適切な手段であり、かつ、長い期間を経ている間に別の手段

に取って代わられない。（３）最下層の技術要素が、二層目のモノを実現するために網羅され、難易度／コストの観点から成立

性があり、技術の進歩と成果が途中段階において適切に社会に示される。の条件を満たしています。 

つまり、超電導リニア新幹線における、三層のピラミッド構造は強固で、長期にわたる研究開発の途上において、社会や経

済、人々の価値観の変化などから受ける揺らぎに、長期間耐え、コンセンサスを得ながら研究開発を継続することに成功した。

その結果として、50年の時を生き抜いて事業化に辿り着けた、と整理することができます。 

 

SpaceX社の火星有人探査実現への取り組み 

SpaceX社は、IT業界で成功し巨財をなしたイーロン・マスク氏が 2002年に米国で設立した民間宇宙開発ベンチャー企業で

す。SpaceX社の Falcon-1 ロケット（小型衛星打ち上げ用）の初打ち上げは 2006年であったが失敗。その後も打ち上げ失敗を

経た後、2008年と 2009年に打ち上げに成功しました。併行して、SpaceX社は米国 NASAから、ISS（国際宇宙ステーション）

への民間貨物輸送契約を獲得。より大型の Falcon-9ロケットと Dragon無人宇宙船を開発し、2010年に試験打ち上げを、2012

年に初の ISS貨物輸送を成功させました。2015年に一度、2016年度に一度のFalcon-9の失敗がありましたが、その後、NASA

契約による ISSへの物資輸送や商業打ち上げ再開しています。 

さらに大型の Falcon Heavyロケット、NASA契約による ISSへの人員輸送、ロケット第一段の再使用による打ち上げコスト

のさらなる低減、低い打ち上げコストを活かした大規模な衛星網による世界的な通信サービスの提供等、意欲的な宇宙開発

事業に次々と取り組んでいます。最終的には有人火星探査、そして人類の火星への移住を実現するとイーロン・マスク氏は宣

言しています。 

 

中心的意義・価値
（コト）

意義・価値を実現す
る手段 （モノ）

手段を実現するため
に必要な技術要素

高速で快適に乗客を
都市間輸送できること

超電導リニア新幹線
（時速500km運行）

超電導技術
（制御、温度管理、クエンチを避けるetc...）

安全運行技術
（含ヒューマンエラー）

安全に「停まる」技術
（非常ブレーキ、急減速）

省エネルギー技術
（空力設計）

騒音、振動低減技術

ワイヤレス電力供給技術

土木建設技術

ピラミッド頂上（意義・価値）を実現
するための最適な手段であること

ピラミッド二層目を実現する
ために必要な技術が網羅さ
れていること

難易度やコストの観点から
成立性があること

技術の進歩と成果が適切に
社会に示されていること

・・・・等

+東海道のリダンダンシーとしての
中央新幹線の必要性

顧客、社会、人類に貢献できること



  

SpaceX社の取り組みのコト・モノ・技術要素のピラミッド構造 

 

SpaceX社のWebSiteには、設立主旨として以下の文章が記載されています。”SpaceX designs, manufactures and launches 

advanced rocket and spacecraft. The company was founded in 2002 to revolutionize space technology, with the ultimate goal of 

enabling people to live on other planets.”この WebSiteの文章を、三層のコト・モノ・技術要素のピラミッドに整理しました。 

ピラミッドの頂上（中心的意義・価値＝コト）は、人類を他の惑星に移住させること（= Enabling people to live on other planets）

と置きました。 

二層目には、より進歩したロケットと宇宙機（=Advanced rocket and spacecraft）という言葉を、最下層には、革新的な宇宙

技術（=Revolutionize space technology）という言葉を配置しました。 

SpaceX社の設立主旨からその取り組みを分析すると、多くの人間にとって魅力があり、揺らぎにくい意義・価値を最終目標

として頂上に据え、それに必要な宇宙船とロケットを二層目、そして最下層の要素技術と、外部の社会や経済の状況変化の揺

らぎに長期にわたって耐えられそうな強固なモノ、コト、技術要素の三層ピラミッド構造となっています。 

SpaceX社は、究極の目標として遠い未来に有人火星探査を置きながらも、まずは低コスト宇宙輸送技術をターゲットに技

術革新を起こすことを狙いました。開発した低コスト宇宙輸送ロケットを、NASAからの ISS貨物輸送契約、その次の ISS人員

輸送、商業衛星の打ち上げ受注、のように活用し、火星探査の前にいくつもの中間目標を置き、それぞれの中間目標は技術

実証のような技術の発展だけに主眼を置いた目標でなく、実際に社会実装する（商業受注する）というステップを踏んでいま

す。 

このように、SpaceX社は、魅力ある「コト」を頂上に置いた強固なピラミッド構造を社会に提示した上で、最終目標に至る中

間目標として次々と技術の社会実装を果たし、資金を調達し、有能な人材を集め、宇宙産業における自社の立場を確立し、世

界中の期待感を煽りかつ維持し続けるというやり方で、様々な外的な揺らぎに耐えながら、多額の投資が必要な長期の研究

開発を乗り越えていこうとしている、と分析することができます。 

  

中心的意義・価値
（コト）

意義・価値を実現す
る手段 （モノ）

手段を実現するため
に必要な技術要素

Enabling People to live on 

other planets

（人類を他の惑星に移住させる
こと）

Revoutionize space Technology

（革新的な宇宙技術）

SpaceX designs, manufactures 

and launches advanced rocket 

and spacecraft

（進歩したロケットと宇宙機）

ピラミッド頂上（意義・価値）を実現
するための最適な手段であること

ピラミッド二層目を実現する
ために必要な技術が網羅さ
れていること

難易度やコストの観点から
成立性があること

技術の進歩と成果が適切に
社会に示されていること

顧客、社会、人類に貢献できること



 

委員会の議論６．SSPS の研究開発の進め方について 

 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）の研究開発の進め方についての、委員会での議論の内容を紹介します。 

「議論 5」で示した、長期の研究開発を経て実現を目指す取り組みの三層ピラミッド構造を SSPSに当てはめると、以下のように

なります。 

 

 

SSPSのコト・モノ・技術要素のピラミッド構造 

 

頂上の「SSPSの中心的意義・価値」には、議論 4で整理した 

・二酸化炭素排出量削減（超長期） 

・地球規模のエネルギー安全保障／電力システム安定化（長期） 

の 2つを置いています。「無線エネルギー伝送技術／宇宙技術の発展等への貢献」は、SSPSに付随する（中心的でない）意

義・価値のため、頂上には置いていません。 

ピラミッドの二層目には頂上を達成するための「モノ」としての SSPSを、最下層には SSPSを実現するための複数の技術要素

を置いています。 

 

このピラミッド構造ですが、頂上にある「二酸化炭素排出量削減」や「地球規模のエネルギー安全保障／電力システム安定化」

は、それら自体は、気候変動問題や地域的なエネルギー供給問題の解決をもたらす重要な意義・価値です。しかし、議論 3、

議論 4、議論 5にあるように、実現までの数十年の期間に、顧客、技術、社会状況の変化が生じることが予想される中で、

SSPSが最適な課題解決手段と位置づけられるか否か、二層目について不確定要素が大きいと考えられます。 

また、ピラミッド最下層の技術要素である、「宇宙輸送コストの大幅な削減」「kmサイズの宇宙構造物を無人で構築、運用、維

持、廃棄（再利用）する技術」等の革新的で難易度の高い SSPS要素技術に対し、議論 1にあるように、現時点でその実現の

目処が得られていません。今後、長い期間にわたって多額の研究開発投資を継続させられなければ、SSPS実現に必要なこ

れらの要素を満たすことはできません。 

中心的意義・価値
（コト）

意義・価値を実現す
る手段 （モノ）

手段を実現するため
に必要な技術要素

二酸化炭素排出量削減（超長期）
地球規模のエネルギー安全保障／電力システム安定化（長期）

SSPS

kmサイズの宇宙構造物を無人で構築、運用、
維持、廃棄（再利用）する技術

宇宙輸送ストの大幅な低減

無線電力伝送（無線エネルギー伝送）技術

・・・・等

ピラミッド頂上（意義・価値）を実現
するための最適な手段であること

ピラミッド二層目を実現する
ために必要な技術が網羅さ
れていること

難易度やコストの観点から
成立性があること

技術の進歩と成果が適切に
社会に示されていること

顧客、社会、人類に貢献できること

地球



このように、SSPSのコト・モノ・技術要素の三層ピラミッドのうち、頂上に対する二層目の妥当性、それから二層目と最下層の

組み合わせの成立性は共に脆弱であると考えられます。 

 

これらを考慮し、SSPSに相応しい研究開発の進め方を委員会で検討しました。議論 5で示した SpaceX社の取り組みのように、

最終目標に至る途中段階で技術を社会実装（社会に成果を還元）しながら前進していく以下のような取り組み手法が、より

SSPSに相応しいと考えられるとの意見になりました。 

 

 

早期、数十年後、そして 50～100年後の 

SSPSの意義・価値に貢献しながら前進していく SSPSの取り組みイメージ 

 

おそらく数十年間にわたるであろうSSPSの研究開発フェーズでは、単に将来のSSPSを想定した技術開発、技術実証のみ

を目指すのではなく、その時点での研究開発成果の早期社会還元が併行して進むような取り組みを進める必要があります。

SSPS要素技術の有用性が社会から認められれば、SSPSの研究開発を長期にわたって継続する社会的コンセンサスを得る

ことができ、加えて、様々な業界・企業等からのリソース投入、プレーヤー増、その次の段階の研究開発へさらに加速していく

（プラスのスパイラルを回していく）ことができます。そして長期的に将来、SSPSが実現し、意義・価値を持つ（社会課題へ貢献

していく）ことへつなげていく、という考え方です。 

 

これらの一つ一つを、SSPS 研究開発という長い階段を上っていく途中の「踊り場」になぞらえ、委員会では「踊り場成果」と

呼称されました。 

  

地球

社会還元① 社会還元③
社会還元②

現在 ５年後 １０年後 １５年後 数十年後・・・・・・・・・・・ 50～100年後

当面の意義・価値

無線エネルギー伝送技術／
宇宙技術の発展等への貢献

SSPS要素技術の研究開発 無線エネルギー
伝送を強みとし
て活かした
SSPS

多数（1GW級で
100機程度以上）
のSSPSによる
CO2フリーの大

規模エネルギー
供給

中間段階の意義・価値

地球規模のエネルギー
安全保障／電力システ
ム安定化

最終的な意義・価値

二酸化炭素排出量削減
（超長期）

無線エネルギー伝送技術
kmサイズの宇宙構図物を無人で構築、運用、維持、廃
棄（再利用）する技術

・・・・・等

社会還元④

社会的コンセンサスを得つつ、長期に渡る研究開発を前へ進める

社会状況に合わせ
たミッション／シス
テムの構築

社会状況に合わせ
たミッション／シス
テムの構築

SSPSに付随する意義・価値

・・・・・・・・・・・



 

委員会の議論７．宇宙輸送コストの低減トレンドと SSPS 実現時期（想定） 

 

両委員会では、宇宙太陽光発電システム（SSPS）の実現時期を想定するための指標の一例として、過去の宇宙輸送コストの

低減トレンドについて議論されました。 

 

以下は商業宇宙輸送が成立した 1980年代後半から、日欧米露の主力ロケットの輸送コスト／価格を、低軌道換算、1トン当た

りで正規化し、さらに各国の当時の一人当たり GDPで正規化したものです。横軸は年、縦軸は人になります。 

 

 

宇宙輸送コストの低下トレンド 

 

世界の様々なロケットが競い合い、それぞれの時代でトップが入れ替わりつつ全体として宇宙輸送コストが低下してきた傾向

を見えます。この傾向は、供給側（ロケットメーカ等）の研究開発による輸送コストの低下と、需要側（衛星オペレータ、通信業

者等）からの輸送需要拡大のバランスの結果として、20 年以上にわたり、年当たり、-6.3％（約 10年で半減）という全体的なコ

スト低下傾向がマクロに維持されてきたと見ることができます。 

この傾向を外挿すると、議論 1で紹介した 1GW級マイクロ波送電型 SSPS概念検討モデルで前提となっていた宇宙輸送コ

スト（低軌道トン当たり 1700万円）が実現される時期として、2065年頃と導き出されます。 

もちろん、この推定は過去 20年あまりのロケット価格（コスト）のトレンドを外挿して求めたもので、この通りのトレンドが今後

も続くという強い妥当性や根拠はありませんが、今のところはかなり良い一致が見られます。2000年代半ばから 2010年代初

頭にかけてコスト低下が停滞した時期がありましたが、2013年に、SpaceX社の Falcon9 Ver1.1 ロケットが、打ち上げ能力を

Ver1.0から大幅に上昇させ価格を据え置いた結果として、その停滞を埋めました。その後、SpaceX社は 2015年に、衛星を打

ち上げた後の Falcon9 ロケット第一段をそのまま射場へフライバックさせ、垂直着陸させる実験に成功し、その結果を受けて

2016年 5月に Falcon9 ロケットによる打ち上げの新価格が発表されましたが、そのペイロードが打ち上げられる 2018年の価

格としてプロットした場合、やはり、従来から連続した年当たり、-6.3％のトレンド上に載っています。 

結論として、大規模発電型 SSPSの実現時期（目標時期）は、宇宙輸送コストの低下速度を規準に考え、現時点では、おお

まかに 21世紀後半以降と設定することが妥当ではないかと議論されました。 
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International Rockets Launch Cost/Price Trend
(Normalized by GDP per Capita)

N-1

N-2

H-1

H-2

H-2A

H-2B

Proton K/M

Ariane4

Ariane5

Delta2

Delta3

Delta4 Heavy

Atlas2AS

AtlasV 400

AtlasV 500

Falcon9

Falcon9 in 2018
(Ordered in 2016)

Daisuke Goto, et al, “THE LONG TERM SPACE TRANSPORTATION COST FORECAST 

FROM THE PERSPECTIVE OF LAUNCH CAPABILITY AND GDP PER CAPITA,”

SpacePropulsion2016, Rome, SP2016-3125121.



 

委員会の議論８．SSPS の中核技術について 

 

宇宙太陽光発電システム（SSPS）は、地上における部品製造から打ち上げ、軌道上組み立て、維持・運用を経て、運用終了後

の廃棄もしくは部品再利用までの数十年に渡るライフサイクルが想定されています。それらの各フェーズごとに、様々な技術の

確立が必要となります。 

委員会ではそれらを大まかに整理し、当面研究開発に注力すべき SSPS技術分野を SSPS中核技術として識別する議論が行

われました。 

 

 

製造から廃棄・再利用までの SSPSのライフサイクル 

 

上図は SSPSのライフサイクルと必要な技術を図で示したものです。これらの技術のうち、SSPSの機能・性能を規定する重要

技術であり、かつ、SSPS以外の用途で研究開発に取り組まれる可能性が小さい技術（民生技術分野等で興味をもたれにくい

技術）、すなわち、当面、主導的に研究開発を進める必要のあると考えられる以下の 3 つの技術が、SSPS中核技術と位置づ

けられました。 

 

 無線エネルギー伝送技術（送電および受電：レーザー） 

 無線エネルギー伝送技術（送電および受電：マイクロ波） 

 大型宇宙構造物を軌道上で構築する技術（展開／組立技術） 

  

地上製造 輸送
軌道上
構築

利用 維持・管理
廃棄・
再利用

製造・輸送・建設 利用 維持・管理
廃棄・
再利用

太陽光
→電磁波変換

電磁波ビーム形成・
方向制御

電磁波→電力変
換・利用

宇
宙
セ
グ
メ
ン
ト

地
上
セ
グ
メ
ン
ト

準備 価値生成 機能・性能の維持 廃棄・再利用

（ミッション） （バス）

ミッション遂行中に同時並行で実施

地上→低軌
道の輸送

軌道間輸送
（特に静止
軌道の場
合）

ミッション遂行機能
の維持

SSPS構成部
品の製造（大
量生産）

地上輸送（工
場→射点）

機能点検・修理
（House Keeping、
部品交換等）

ランデブー／ドッ
キング

解体

軌道離脱

再加工、再
利用

展開・組立
熱

構造

姿勢

軌道 ・・・等

太陽電池

電力制御

マイクロ波／
レーザー発振

・・・等

無線エネルギー
伝送



 

下図は、SSPSに必要な技術分野を 3つのレイヤーに分けたイメージです。 

中央の赤で示されたものが SSPS中核技術、その周辺に SSPS重要宇宙技術、SSPS構成技術という区分になっています。 

SSPSに投入される限られたリソースを有効活用するため、それぞれの技術分野毎に相応しい研究開発アプローチを取る必要

があると考えられます。またそのアプローチ方法も、技術や社会状況の変化に応じて、適宜、見直していく必要があると考えら

れます。 

 

 

SSPS技術の取り組み方針 

  

特に注力すべきSSPS技術分野

他の研究開発プレーヤーと連携して進
めるべきSSPS技術分野

他産業、他業種、大学等研究機関の動き
や最新状況を把握し、SSPSに対し、適宜
反映していく分野

• 無線エネルギー伝送（レーザーおよ
びマイクロ波の送電／受電技術）

• 大型宇宙構造物の構築（展開/組立
技術等）

• 宇宙輸送、宇宙電力マネジメント、宇宙
機の機能点検、修理等

SSPS技術課題

SSPS固有の

中核技術

重要宇宙技術

構成技術

送電 受電

大型宇宙構造物を軌道
上で構築する技術
（展開/組立、形態安定、制御等
を含む）

宇宙輸送
（地上→低
軌道）

宇宙電力
マネジメント

熱

（宇宙機の）
地上製造

（宇宙機の）
地上輸送

宇宙発電
（太陽電池）

地上設備
（建設、維持
管理、廃棄）

（宇宙機の）
機能点検、修理

軌道間輸送
（特に静止軌
道の場合）



 

委員会の議論９．SSPS 研究開発成果の早期社会還元候補について 

 

委員会では、宇宙太陽光発電システム（SSPS）の研究開発成果の早期社会還元を目指す候補として、以下の 4つのテーマに

ついて議論を行いました。 

 

① 回転翼無人機への無線エネルギー伝送 （レーザー無線エネルギー伝送技術） 

近年、急速に研究開発が進み、その将来性が期待される回転翼タイプの無人航空機（マルチコプタ－）は、揚力をプロペラだ

けに頼っているため、バッテリーでのフライト時間が短時間に限られるという課題があります。SSPSの中核技術である無線エ

ネルギー伝送技術（レーザー）の研究開発により、回転翼無人機へのレーザーエネルギー伝送が実現した場合、バッテリー容

量によるフライト時間の制約を無くし、無人航空機の新たなイノベーションにつなげられる可能性があります。そのためには、レ

ーザー無線エネルギー伝送技術の高出力化、高効率化、大気擾乱のもとでの正確なビーム方向制御（含：追尾）とエネルギー

伝送を実現する必要があります。 

 

② 月面探査ローバーへの無線エネルギー伝送 （レーザー無線エネルギー伝送技術） 

科学探査の対象および将来の有人月面基地実現へのステップとして、月面極域の永久陰内の土壌に堆積していると考えられ

ている水氷や、その他揮発性物質が着目されています。ローバー（走行ロボット）による直接探査（土壌掘削、取得、分析）を行

うことで、その組成を明らかにし、堆積量を精度良く推定することが可能になります。しかし、極域永久陰には日照が無いため、

探査のためのエネルギーを確保する有効な手段が（原子力電池を除けば）無いという課題があります。SSPSの中核技術であ

る無線エネルギー伝送（レーザー）の研究開発により、日照域に着陸したランダー（着陸機）から、永久陰域内を走行中のロー

バーへエネルギー伝送を可能にできる可能性があります。そのためには、レーザー光源、および送電／受電システムの宇宙

機への搭載と特殊環境（真空、熱、放射線等）へ対応するよう、技術を確立する必要があります。 

 

③ 成層圏滞空型無人機への無線エネルギー伝送 （マイクロ波無線エネルギー伝送技術） 

成層圏に無人機を数年間継続的に滞空させることで、地球観測や放送、通信中継のみならず、領海及び経済水域の監視など

を行うシステムを構築することができます。このようなシステムを実現するためには、成層圏無人機の電源系（搭載太陽電池と

蓄電システム等）を含む機体重量の軽量化が重要となります。地上から成層圏高度（約 20km）に滞空する無人機に対して、天

候に左右されずに無線給電を行うマイクロ波無線エネルギー伝送技術の研究開発により、成層圏無人機の電源系の軽量化

を図り、成層圏滞空型無人機を技術的に成立させられる可能性があります。そのためには、マイクロ波のビーム方向制御及び

ビーム形成制御の高精度化、フェーズドアレイアンテナ及びレクテナの量産化等を確立する必要があります。 

 

④ 静止降水レーダ用大型フェーズドアレイアンテナの構築（大型宇宙構造物構築技術） 

地球温暖化、気候変動等の問題により台風が巨大化したり、極端気象による災害が頻発しており、雲の分布だけでなく降水分

布を直接軌道上から観測することは、気象予報精度や洪水予測精度を向上させるために有効です。SSPSの中核技術である

大型宇宙構造物構築技術の研究開発により、現在実現している低軌道周回型降水レーダミッションの発展型として、30m級の

宇宙用大型フェーズドアレイアンテナにより、静止軌道からの常時・機動的な降水レーダ観測が成立する可能性があります。

そのためには、フェーズドアレイアンテナの大面積・軽量・高剛性（高い面精度）、打ち上げ時の収納性、軌道上における速く確

実な展開／組立等の技術を確立する必要があります。 

 



 

SSPS研究開発成果の早期社会還元候補 イメージ 

 

これらの 4つの候補について、社会や技術の変化に応じて常に見直しを行い、かつ、新たな候補についても継続して検討する

必要があると議論されました。 

 

回転翼無人機へのエネルギー伝送（レーザー） 月面ローバーへのエネルギー伝送（レーザー）

成層圏高高度無人機のエネルギー伝送（マイクロ波） 静止軌道降水レーダー（大型構造物）

静止軌道に大型フェーズドアレイアンテナを展開し、東アジア・オセ
アニア地域の常時降水観測を可能とする。

近年、用途が拡大しているマルチコプター（ドローン）へエネルギー
伝送を行う。

月面南極の永久陰領域内探査ローバーに、着陸機からエネル
ギー伝送を行い、原子力電池無しでの探査を可能とする。

成層圏を滞空する高高度無人機（飛行船タイプを想定）に、地上からエネ
ルギー伝送を行い、電力収支を成立させる。
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