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太陽発電衛星モデルSPS２０００の概念設計研究は，宇宙科学研究所の太陽発電衛星ワーキンググルー
プが遂行した４つの研究プロジェクトの中の一つとして，SPS２０００タスクチームにより実施された．
SPS２０００タスクチームは，１９９１年に宇宙科学研究所の長友信人教授（当時）をリーダーとして大学
や研究機関，民間の研究者５０名で組織されたボランティアの研究集団である．SPS２０００タスクチー
ムは約２年間の組織研究を行い，１９９３年に概念計画書（暫定版）をまとめた．その後SPS２０００タス
クチームメンバーは共同研究を個別に設定し，情報交換を行いながらSPS２０００の技術課題に関わるそ
れぞれの分野の研究を続けている．SPS２０００の設計研究は太陽発電衛星の本格的な研究として我が国
だけでなく国際的にも注目されるに至っている．
宇宙科学研究所の太陽発電衛星ワーキンググループそのものは１９９７年に解散し，宇宙技術だけでな
く，エネルギー，環境，関連する人文系の分野の研究も包含するより大きな枠組みの太陽発電衛星研
究会（略称SPS研究会）に発展した．しかし，その後もSPS２０００タスクチームの組織は存続し，関連
する研究活動を進めると共にニュースレターの発行などを行っている．
SPS２０００の設計研究は西暦２０００年の建設開始を設計の基本要求として研究を行ったが，昨年その
区切りの年２０００年を迎え，SPS２０００の研究としては一つの節目を迎えた．このため関係者の間で，
これまでのSPS２０００の研究成果をとりまとめ，今後の展開を展望するための議論の場を持ちたいとの
話が持ち上がり，これを受けて２０００年７月３日に東京大学工学部でSPS２０００シンポジウムを開催し
た．本報告書はシンポジウムで発表された論文１２編に後日提出を依頼した関連論文２編を収録してい
る．第１章ではSPS２０００の研究を組織した長友教授がシステムコンセプトの紹介と今後のあるべき展
開を論じ，以下第２～４章で各技術分野の代表的な研究者がSPS２０００の主要技術の研究現状と課題を
論じている．これらの章では，発電，送受電，構造と組立の各技術分野毎に研究の現状と課題を総括
した総論も収録している．第５章ではSPS２０００が特に重視してきた国際協力活動の現状を紹介し，第
６章ではSPS２０００に関連した今後の活動に関していくつかの視点から幅広く論じている．また，SPS
２０００に関連するこれまでの研究活動を総括するため，SPS２０００の活動の年譜，ニュースレター，ホ
ームページやビデオによる広報活動に関する資料及び概念計画書以降の関連研究文献リストを
Appendixとして添付した．
この報告書は１９９３年の概念計画書以来のSPS２０００に関する総合的な研究報告書である．SPS２０００
のこれまでの成果と今後の展望を論じた本報告書が，今後のSPS２０００の研究だけでなく世界的にも盛
んになりつつあるSPS全般の研究に資することを期待する．

宇宙科学研究所
佐 々 木 進
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SPS２０００のシステムコンセプトとあるべき展開

長　友　信　人

Development of the SPS 2000 System Concept and its Future

By

Makoto NAGATOMO

Abstract : The ISAS Solar Power Satellite (SPS) Working Group made a critical review on the  SPS

Reference System conceived in the United States and found it essential for their research to have

firm bases on realistic demand and practical technologies to be presented by an SPS concept more

practical than the Reference System. For this purpose, a concept of SPS named SPS 2000 was

developed, assuming its construction to be started in 2000. The concept helped the SPS researchers

to make comprehensible research plans for their research community to support their activities in

this new research field. The success of the conceptual study has resulted from the fundamental

requirements for the study. To extend the successful study of the SPS 2000 for the next century, it

is more important to vitalize the requirements for a new system design than to improve the

conceptual design itself.

概　　　　　要

太陽発電衛星（SPS）ワーキンググループは，研究課題を特定することを目的にアメリカのリ

ファレンスシステムの問題点を検討した．その結果，研究者としてより身近な，実現性のある

太陽発電衛星のコンセプトの必要性を感じ，西暦２０００年実現を念頭に置いてSPS２０００と呼ば

れるSPSシステムを構想化した．この構想を基に研究者は具体的な研究目標を立てることができ

たが，その成功の理由はそのシステム設計の基本的要求としてエネルギーシステムの持つ社会

的な要件を強く意識した結果と考えられる．これを踏まえてSPS２０００の次の展開を予想すれば，

現在馴染みになったSPS２０００の設計にこだわらず，基本要求を尊重しつつ新しい技術と本格的

なエンジニアリングによる実現できるシステムを提示することが必要であろう．

重要語：太陽発電衛星，SPSワーキンググループ，SPS２０００，ポストSPS２０００
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太陽発電衛星に関する宇宙科学的な研究を行うことが宇宙工学委員会に提案されたのは１９８７年１１月３０日で，

翌年３月にこのための太陽発電衛星（Solar Power Satellite,略してSPS）ワーキンググループ（以下略してWG）の

設置が認められた．その参加者の多くは，現在の国際宇宙ステーションの予備的なミッション解析のために，エ

ネルギーや宇宙構造物の宇宙実験を提案した研究者であった．これらの研究課題はエネルギーと環境というカテ

ゴリーに分類されたSEEL（Space Energetics and Environment Laboratory）計画［１］にまとめられていた．当時，

多くの研究者が持っていた太陽発電衛星の具体像は１９７０年代に作成されたアメリカのリファレンスシステムであ

り，SEELの研究課題もその影響を受けていたが，WGとして太陽発電衛星そのものを作る意図はなかった．した

がって，その名称は「宇宙エネルギー」で十分だと言う議論もあったが，太陽発電衛星の名前を冠することにな

ったのは研究者の意気込みを反映したものと言えるであろう［２］．結局，SEELの研究課題の一部は国際宇宙年

METS，宇宙ステーションおよびSFU（1987年発足）に関係する宇宙でのエネルギーがらみのミッションとして実

施されることになり，SEELは発展的に消滅した．太陽発電衛星そのものの研究には予算がつかず，SPS WGは研

究者の情報交換を主目的にした集まりとなり，１９９７年まで存続して解散した．

SPS２０００はSPS WGの一つの研究活動として始まり，その解散後も続けられたが，今年はその名称の由来であ

る西暦２０００年を迎えて研究にも一つの区切りをつける時期にきている．ここではその研究の流れを要約し，今後

も維持すべき特徴を述べておきたい．以下，文中では敬称略．

ストローマン作成

宇宙研のWGは，通常，予算の申請も含め承認された研究計画に関する研究者の組織である．この点で，発電衛

星そのものは打上げないことを前提条件としたSPS WGの設置と運営は異例のことであった．SPS WGではSPSの

サブシステム毎に固有な技術等を中心にサブグループが構成されたが，予算はないので，各研究者が宇宙観測事

業や科研費など別途配分された研究費を各自が属すサブグループの研究に充当する形になった．しかし，SPSを看

板に掲げたからにはそれにふさわしいこともする必要があるという意見により，WGの中に工藤勲，狼嘉彰および

筆者からなる企画グループを作り，WGの研究者の描く現実的な発電衛星の全体像をストローマンとして作成する

ことになった．ストローマンとは米国の宇宙プロジェクト実施の最初の段階，フェーズAにおいて，主に技術的な

可能性を示すために，設計要求やコストの分析等は仮想して設計する概念のことである．

リファレンスシステムの非現実性は，一つの発電衛星の電力が５GWで重量は５万トンという巨大さにあると判

断したWGでは「より小さな」規模を模索した結果，かって日機連の宇宙開発専門委員会（委員長：喜連川）で検

討された「１０,０００kW宇宙発電所（SPS）の概念」［３］をストローマン作成のたたき台とした．その理由は１万

kWの電力は発電所としての特性を失わない十分な大きさであるとともに，宇宙で建設する上で宇宙ステーション

の技術を発展させることで実現できる範囲内にあると判断されたからである．この専門委員会には筆者も委員と

して参加したが，作成されたのは図１に示すような箱形の太陽電池パネルにジンバル支持のマイクロ波送電アン

テナがついた構成で，リファレンスシステムの影響を強く受けていた．これを改善するために，このシステム要

素毎にWGのサブグループに意見を求め，出来ればより現実的な代案を示すように要請した．これに対する反応は

サブグループによって異なったが，積極的な対応をしたサブグループの提案を中心に一通りストローマン全シス

テムの技術的な方針［４］がまとまった．
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ストローマンとはいえ，設計して検討すべき問題点があり，そのいくつかはそのまま大学院修士や学部学生の

卒業論文のテーマとして取り上げられた．このことは，SPS WGの目的の一つである「SPSの研究課題を探し出し，

明確にする」ことを研究教育のレベルで実行できることを示したので，ストローマンの設計研究はWGの４つの研

究計画の中の１つとして位置付けられることになった．さらに，そのためのサブグループはより広範囲の産業レベ

ルにまで研究基盤を拡大しようと外部の関心を持つ人達にも声をかけて，義務のない参加を前提としたSPS２０００

タスクチームを結成して勉強会的な活動を行った．このボランタリーな官民共同活動は手弁当であったが，参加

者は熱心で民間会社からの善意の研究費の申し出さえあったが，宇宙科学研究所では奨学寄付金以外の受け入れ

は困難なため残念ながら新たな発展はなかった．

ストローマンが形を現わし始めた１９９０年頃，これに名前を付けることが提案され，２０００年であれば何らかの

形で実行されるのではないかという期待をこめて「SPS２０００」と言う名前になった．この名前は，当時，概念設

計をしていたプリズム型のモデルにつけたつもりであった［５］が，後にこれに関連した研究活動全体を指す研

究プロジェクト名のようになった．

このモデルは新しいSPSのイメージとして学生のみならず広く研究対象となり，電気や構造等の設計のためにシ

ステムの一部の実物あるいは縮尺模型の実験的製作が行われた．その際，あいまいだった設計要求を具体的に書

き表す必要が出てきて，その集大成としてSPS２０００の計画要求が整備されてきた．その結果はSPS２０００の概念

計画書［６］の中に「基本要求」と言う節にまとめられた．その項目のみを表１に示す．

原文には，各要求毎に具体的な対応方針が付されていた．これらのうち主なものを以下に説明する．

要求２では，SPSが将来は地球環境問題にも対処できる規模に拡大することまで考慮して，ガリウム／ヒ素など

稀少資源を原料とする衛星用太陽電池やマイクロ波の半導体素子は使用せず，将来とも資源が豊富で安価なシリ

コンの部品を使うことを確認した．

要求３はコスト目標を示すにとどまったが，その目標は具体的に計画中の原子力発電所の建設コストなどを参

考にした．その後，地上の太陽光発電が補助金などで普及が進み，少なくとも太陽電池に関する限り，SPS２０００

図1 ストローマンのモデルとなった１００００kW宇宙発電所の概念（作者不詳）
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は地上用のものと同程度の値段のものを使わなければならないという最初の方針の正しさが確認された．

要求４は，財産としての保全性と維持費の削減を考慮した要求で，前者についてはデブリによる破壊の危険を

小さくするためデブリの密度が低い高度１１００km付近を選択したということであり，後者に関しては，地上の太

陽光発電（１０００kW西条試験用プラント）では保守要員は０.５名であることを参考にした結果，平均電力がこれ

より小さいSPS２０００では運用の人件費はゼロを目標にすべきであると考えた．そこで，レクテナによる受電運転

確認以外の軌道管理はせず，またパッシブな姿勢安定システムにすることを目指した．打ち上げ用ロケットはリ

ファレンスシステムのような自前のものは考えず，ロケット輸送業者に頼むことにした．しかし，現状はコスト

的に引き合う機種がないので，搭載性の検討のみ行う目的でアリアンV型を想定した．

要求５に関しては，SPS２０００用レクテナとして考えられるモデルを潜在的ユーザーに例示するところまでを本

研究の範囲とした．

要求６では電力をSPSの規模の指標として使っている．ただし，発電衛星とレクテナが１対１のリファレンスシ

ステムではシステム単位で電気出力が決められるが，SPS２０００では複数のレクテナを異なった所有者がそれぞれ

運用して出力電力を決めるので，普通の発電所の出力と同じような意味ではなくなってしまう．そこで，後には

レクテナ側にとっても意味のある発電衛星の送電マイクロ波電力を基準にする考え方［７］を採用することにし

た．すなわち，地上で実用的に利用できる最大限のマイクロ波電力を１０MWとして，発電衛星のサブシステムの

性能を決めることが適当であると理解したが，そのときは既に設計が進んでいて，この数値は関係するサブシス

テム間の電力受け渡しなどで，設計に反映されるような使い方はされずに今回の検討は終わっている．

全体をまとめてみると，通常のエンジニアリング作業では設計は基本的な要求の下に行われるが，SPS２０００の

概念設計作業では逆に，設計し始めてから要求を見直した．つまり，あいまいな設計要求で設計を開始して，疑

問が生じた時点で，さかのぼって設計要求を確立する手法を使ったわけである．実例がない新しいシステムとそ

の周辺条件の関係を明らかにするという点で，この手法はたいへん有効であった．これは設計研究としてのSPS

２０００研究の工学的成果の一つと考えて良いであろう．

SPS２０００研究の波及

プリズム型のSPS２０００と呼ばれるようになったモデルの検討は，概念計画書［６］が暫定的に完成した１９９３

年に事実上終了した．その「暫定」の意味は「その時点での最終案」のつもりであって，その後「最終版」を出

す予定ははっきりしていなかった．当時，このモデルは唯一ではなく，これ以外の形状やサブシステムの方式に

表1．SPS２０００の概念計画作成「基本要求」６項目［６］

要求１：遅くとも２０００年までに最初の軌道上での組立が開始されること．

要求２：実現時期までに商業的に使用できる技術を，さらに将来の大規模化にも対応で

きる技術を比較選択する．

要求３：コストの目標は地上の発電所が供給する電力に競争できること．

要求４：発電衛星の軌道は赤道上１０００キロメートル程度の円軌道とし，軌道の保守管

理は行わない．また，打ち上げ時期までに実用化されるロケットによる．

要求５：電力の使用者は赤道直下帯の開発途上国の住民とする．

要求６：発電衛星の規模は軌道からの送電能力が１０MW程度とする．打ち上げを単位

とするモジュール化を行うとともに，発電衛星完成の後より大規模なシステム

への発展性を持たせること．
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関する研究発表もあったが，それらはテクニカルなアイデアで，これらを全体的な構想に発展させてシステムレ

ベルの設計にまで踏み込むには至らなかったということである．そのなかで，SPS２０００は必ずしもエンジニアリ

ング的に最適とは言えないが分かりやすいモデルで，これに良く解析された原理の技術をシステムにまとめてみ

たと言うことになる．

このようにモデルは一つであったが，一般的にSPSに含まれるいろいろな技術および一部の非技術分野の研究が，

このモデルをもとにして具体的になり，科研費や宇宙研の基礎開発研究費へ申請しても受け入れられるようにな

ったようである．一つの構想からなるべく多くの研究が出てくることはその構想が優れている証拠である．これ

を技術の波及効果に例えれば，一つの研究や構想が多くの波及的研究を産み出したということであろう．このよ

うな波及的な研究を産み出したSPSの構想には，グレーザーの最初の提案［８］，および，最初から構想研究の一

部として多くの関連研究が企画されていたCDEPのリファレンスモデル［９］があった．SPS２０００は意図したわ

けではなく，むしろ不完全ゆえに研究者が興味を持つ問題点が多かったのかもしれない．かって太陽発電衛星の

研究課題を整理して，科研費の総合研究として申請したことが何回かあったが全て却下されたことを考えると，

SPS２０００の未整理なシステムの中でこれらの研究が小さいながらも成果を上げていることは興味深い．

予算を決める側の立場に立てば，小さくてもSPSの研究予算を認めることは「地球環境と新エネルギー」の枠組

みの中で国家のエネルギー開発のオプションの一つとしてSPSを認知することになり，将来の巨額の研究開発予算

を約束することを意味するのであろう．この点，太陽発電衛星の研究は未知の技術にチャレンジする研究とは性

格を異にするが，SPS２０００の研究を振り返ると，SPSの試験システムを従来のような産業界主導の新エネルギー

開発プロジェクトとして実施するには研究的な要素が多すぎると思われる．しかし，その研究は宇宙科学や宇宙

開発の枠組みで行うには限界があることも示している．

２１世紀に引き継がれるべきもの

グレーザーは地球規模の環境とエネルギー問題の解決案としてSPSを提案したが，世間はこれを夢と受けとった．

これを電力事業として実現するイメージが湧いてこなかったのである．問題は，この夢をいかにして商業的に魅

力的な事業にするかという点にあった．SPS２０００はプロジェクトとして実現するにはいたらなかったが，ストロ

ーマンが最初に目指したモノのイメージ化に成功し，それをはるかに越えて技術以外の先行的な課題にも迫った

と思われる．それは夢を実現する商業的な動機を見い出す方向を探り，魅力的な技術目標を立てようと試みたか

らである．

具体的に言えば，SPSの電力を商品化する単位をレクテナが受けるマイクロ波の電力とすること，および宇宙輸

送は商業化された宇宙輸送サービスを利用することの２点である．これらはリファレンスシステムとSPS２０００の

異なる点である．

前者については先に規模の設定のところで述べたが，SPS２０００が低高度軌道を利用するために採用した考え方

である．これによって複数のレクテナを各ユーザー側の事業計画にして発電衛星の計画から切り離すことが出来

る．マイクロ波電力の値段でSPS事業の収入が決まるので，発電衛星の建設にかかわる財政計画がこれを根拠にし

て作成され，太陽光発電，マイクロ波送電，輸送と組み立て等に使える費用の目安が立てられる．レクテナは赤

道上各地に散在することになるが，各レクテナはマイクロ波を購入して最終ユーザーに電力を売るため，各地の

社会経済状態に適したシステムを計画するであろう．現にこの点を取り上げた「レクテナの現地調査研究」［１０］

に科研費が交付されたことは意義深い．

後者は，商業衛星の打上げは商業的な打上げロケットサービスを利用していることに習ったもので，従来の国

家の宇宙プロジェクトではロケットの開発と打ち上げまでプロジェクトの内部経費としていた考えを採用しない

ことにしたものである．リファレンスシステムでは専用のロケットを開発する検討をしているが，これは国家宇
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宙プロジェクトの考え方を踏襲したものである．SPS２０００では商業的な宇宙輸送サービスの価格と輸送条件をも

とにして発電衛星の輸送と組み立ての条件を設計に盛り込むことにした．ただ，現状の打ち上げサービスは商業

的なSPSを受け入れないような高価格なので，SPS２０００では採算ベースに乗る輸送費の算出をして将来の宇宙輸

送のコスト低減の目標を示す結果となった．

２０００年が終わって２１世紀を迎える現在，SPS２０００を評価すれば，ここにまとめたようなSPSの実現の条件を

リアルに示したことが最も優れた成果だと筆者は考える．もちろんプリズム型の概念設計はユニークであったが，

その立場から今後さらにこの研究を発展させるにはそれを温存するより，設計の前提条件となった「基本要求」

を更新して時代にあったものとし，より広い基盤に立って設計し直すことではないかと思う．先に述べた「基本

方針」今でも新鮮で有効だと思われるが，２０００年と決めた要求１はもちろん変更が必要であり，他の要求も例え

ば次に述べるような点を改訂する必要があろう．

要求２は基本的に変更ない．太陽電池は地上の生産量が増えたので，１０MW位の電力に驚く様なことはなくな

り，有望な製品の耐宇宙環境性を研究する段階になった．一方，電力伝送はこれまで携帯電話技術に依存した半

導体方式をシリコンでパワーアップすることを考えたが，技術的な可能性と限界も予想できそうになれば，変換

効率の高いマグネトロン等の方式も見直して両者を比較できるようにしておく必要があるだろう．

要求３も基本的な変更はないが，今後さらに太陽電池の普及が進む気配なので，地上の太陽光発電所を競争相

手と指定してコスト目標を立てるべきであろう．一方，送電と組み立てに関しては，高コストの宇宙技術をベー

スにする傾向があるので，SPS２０００で仮定したように送電部と組立構造はそれぞれ発電部と同じコストという０

次目標を設定して，これを満足する技術を開発するアプローチは不可欠である．ロケットの輸送はSPS２０００と同

様に打ち上げ費用は外枠扱いとする．

要求４の軌道と姿勢に関する要求は変更する必要ないが，搭載計画を立てる場合は輸送費の抜本的な削減が期

待できるエアライン型の運航が出来るロケットを予想する必要があろう．

要求５では，「レクテナは地域性が重視されるので，計画や設計は現地の組織が行うものとし，宇宙発電所のグ

ループはそのための技術データを提供する」というように検討範囲をさらに明白に限定する．

要求６については，電力は，地上で利用できるマイクロ波電力が最大１０MW程度であることを明記するが，レ

クテナの電力事業者はレクテナの面積に比例した電力代金を払えばいいのか，あるいは送電した全電力１０MW相

当の代金を支払うのか等，決めておく必要があるかもしれない．このことは前項とも関連するが，実際にレクテ

ナの検討グループを海外も含めて研究組織外に結成してもらうことを検討すべきであろう．このような問題に比

べると，本要求中で触れている将来の発展性についての要求は後回しにしてもよい．

以上のような見直しをすれば，研究の枠組みの拡大が見えてくる．SPS２０００を特徴づけたのは個々の研究者の

「研究と教育」に役立つモデルであったが，次の段階ではこの枠を越えて，技術の進歩と産業動向を踏まえた認識

が必要であるし，赤道諸国へのエネルギー供給実験実施と言う点から，地球温暖化時代のわが国の発展途上国と

の関係にも及んでくる．研究すべきは大きなシステムの問題である．太陽電池を使用するSPSでは同じ規模の地上

の太陽電池発電所より昼夜と大気圏での日照条件の差だけ有利で，この有利さが宇宙に建設する不利を上回るか

どうかをSPS2000程度のシステムで技術的に判定できるであろう．もし成功すれば，人類は新エネルギーのオプシ

ョンを一つ増やしたことになり，その時，SPSの研究開発はその目標を達成したことになる．ただ，SPSは同じ太

陽光発電産業を基盤にしているにもかかわらず，地上の太陽光発電に対抗するものであるというようなあまり好

意的でない見方もあるようなので，SPS２０００の次の段階では産業界の協力体制が整えられることが望まれる．そ

こではじめて，地球規模の問題解決に宇宙を利用する可能性を検討することが出来るようになる．
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太陽発電衛星の概念計画の系譜

図２はGlaserに始まるSPS研究のマクロ視的な流れを示す．ここにはSPSの一要素を論じた研究やアイデアの提

案に類するものは除外し，検討対象が公共的な電力を前提としたもので，しかもシステム設計から発生電力の利

用まで，バランスのとれた検討が実施された研究に限っている．その結果，Glaser以降は，リファレンスシステ

ムとSPS２０００だけがこれに該当すると判断される．規模の違いはあるが，SPS２０００はリファレンスシステムの

アンチテーゼとして出発したので当然といえば当然である．

図２にはそれぞれの検討の主題とその検討にかかわりあって人々の指向がキーワード的に記されている．最初

に，Glaser［８］は地球環境とエネルギーを主題としていたが，基本的には天才のアイデアであり，技術的に当

時は未開発であった太陽電池技術の将来を予想して，地球と人類の技術の将来を指し示した．次に，リファレン

スシステムは周知のように，２１世紀の米国の主たる電力システムとなるSPSとはいかなるものかという観点から

設計されたもので，この設計作業はNASAと宇宙産業が担当して「SPSの概念作成と評価計画」（The Satellite

Power System: Concept Development and Evaluation Program,略してCDEP）の一部として実施された．全体計画

のCDEPは，主幹政府機関であったエネルギー省の指導の下に産官学の組織が全米規模で参加して実施された．こ

の計画は大規模で，膨大な資料を調査すると「木をみて森を見ず」ということになりかねない．むしろ，当時の

計画マネジャー，Koomanoff等が取りまとめた報告的な記録のほうが簡潔でわかりやすい．その意味で数多い文献

の中から敢えて一つを参考文献９として紹介した．その中にはリファレンスシステムはあくまでも参考用の概念

であって，最適化されたものでも，最善の案でもないと明記されている．リファレンスシステムを唯一のSPSと考

えてSPSの実現を論じる人々には，この点を良く理解するために一読をおすすめする．

SPS２０００は米国のCDEPの数多くの成果を尊重する一方，リファレンスシステムの目指した「一国家の主エネ

ルギーとしての」SPSではなく，既存の電力に価格の面で対抗できる電力を供給することを目標にした．この場合，

新エネルギー開発にかかわる政府の審議とは違い，小規模の商業用電力システムとして目標を絞ることが出来る．

とは言うものの，実行する主体は研究者であるため教育的な側面が強く，技術は研究現場で出来ることに重点が

置かれるので，資本投入まで考えた商業化のための新規の開発目標の設定はもちろん行うべくもなく，中間的な

図2 太陽発電衛星概念設計研究の系譜：ポストSPS２０００のありかたの予想
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技術評価とその後の作業の推測をする程度で終わっている．

このようにして２１世紀を迎えようとしている．次の段階はパイロットプラントの開発と運用ではないかと思わ

れる．この一つの方向は，リファレンスシステムの流れを引き継いだ国家的なエネルギー開発の試験プロジェクト

を企画することであろう．一方，SPS２０００では，赤道上低軌道を利用することのグローバルな性格と技術の致命

的な困難さがなく，むしろ技術オプションは多様であると予想されたので，この方向を延長してポストSPS２０００

研究として位置付けることも出来る．すなわち，図２に示すように「ポストSPS２０００」の主題は「赤道地帯への

給電実験」に置き，パイロットプラントの性格上，実行主体は将来この産業を支える産業界，太陽電池産業と半

導体を使った先端電力技術（図では，パワトロニクスという造語を使った）であると考えた．

結　び

SPS２０００は，リファレンスシステムでは大きすぎて非現実的であるとの判断から10MW規模のシステムを前提

として概念計画を開始したが，具体的な概念設計を考える段階では，電力システムとして商業的，社会的に受け

入れられる条件を計画の要求として重視した．この結果，それぞれの技術開発に具体的な目標が立てられるよう

になって，それらが達成できれば「夢のような」アイデアの登場を待たずとも，エジソンの最初の発電所程度の

電力システムは出来るであろうと思われるようになった．

しかし，SPS２０００のモデルは作成後１０年近くが経過して，この間の電気電子技術の進歩はめざましく，これ

に合わせたシステムの新規の設計が必要である．この場合，エネルギー問題で無視することが出来ない政治・社会・

経済を優先的な周辺条件と位置付けたSPS２０００の前提条件は基本的に踏襲し，新しく可能な技術を導入したモデ

ルを考えることは，より広範囲の産業と研究分野を巻き込むことが出来ると予想されるので，従来のSPS２０００の

モデルの詳細設計を続けるより大きな成果が得られるであろう．

それがSPS２０１０となるか，２０１５となるかは問題ではない．次のモデルは研究のためだけではなく，商業資本

が投資したくなるような魅力あるものにすべきである．そのための組織として現在のSPS２０００タスクチームは研

究に片寄っているので，新たに地味な技術開発を行ういくつかの専門の技術グループと財務に詳しい事業企画者

が必要となるであろう．そして，その周辺を取り巻くように宇宙平和利用という大命題と資源とエネルギー開発

が絡んだ国家間の駆け引きが一気に表に出てくる予感がする．
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SPS２０００の発電技術総論

後　川　昭　雄＊

SPS 2000 Power Generation Technologies

By

Akio USHIROKAWA＊

Abstract : Amorphous Si(a-Si) solar cell, a thin film type, has been selected for the power

generation in the conceptual design of SPS 2000. Thin film solar cell is advantageous for ground-

space transportation and deployment in space. Mass-production and cost reduction for a-Si solar

cell are expected in the near future. Currently we have only 10 Mwatt/year for a-Si solar cell

production in Japan, but 100 MWatt/year will be realized soon. The module efficiency is slightly

less than 10 % at present , but is to be improved up to 15%. In the design of SPS 2000 power

generation system,  1 kW/kg is used as the specific power. Compromising the power loss in the

cables and the interaction with the ambient plasma, 1 kV has been selected for the bus voltage. The

SPS 2000 power generation system has been designed by Dr.Kuninaka.  Figure 1 shows the system

block diagram of the power generation and power lines. A subarray is composed of 12 solar cell

units. The array module, composed of 110 subarrays, is a mechanical element for assembly. The

constitution of array module is shown in Fig.2. Each array module generates 180 A at 1 kV. The

weight of the array module is 270 kg per each module. Forty five array modules are assembled in

each wing; northeast, southeast, northwest, and southwest. The electric power from the array

modules is collected by the bus lines which are insulated copper plates 1 mm thick. Power

generation of SPS 2000 changes with the local time depending on the sun angle of the arrays and

the cell temperature. The diurnal variation of the generation power is shown in Fig.3. The major

research subjects for the SPS 2000 power generation system are; resistance to the space

environment, high power, light weight, and low cost. This chapter includes two papers associated

with the environmental issue; prevention of arc discharge and radiation resistance of the solar cell.

＊東京工科大学/宇宙科学研究所
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Dr.Cho et al. discuss mitigation methods against arc discharge based on their laboratory

experiments. The result shows technical feasibility of 1,000 V bus for the SPS 2000 solar arry. Next

step is to apply the result to the design of the SPS 2000 power system. Dr.Sasaki et al. report

results of proton and electron radiation experiments on the a-Si solar cell. It is concluded that the a-

Si solar cell on the 1,100 km equatorial orbit will maintain more than 90 % of initial performance

after 10 years.  Since the technology of a-Si solar cell has been rapidly improved, the radiation test

for the latest version of a-Si solar cell is highly desired. 

概　　　　　要

SPS２０００の発電部の概念設計では，太陽電池セルとして，大量生産が可能で近未来に低コス

トが期待でき，宇宙への輸送と展開に有利なフレキシブルアモルファスシリコン薄膜太陽電池

を選定している．SPS２０００の発電部では１６MWの太陽電池を必要とするが，アモルファスシ

リコン太陽電池は現在我が国で年間わずか１０MW程度しか生産されていない現状である．ただ

しアモルファスシリコン太陽電池は結晶系シリコン太陽電池の次の世代の太陽電池として近い

将来１００MW規模の生産が予想される段階にきている．現在アモルファスシリコン太陽電池の

効率は１０％弱であるが，将来的には１５％前後が期待されている．SPS２０００の概念設計では

効率１５％，重量比出力１kW/kgを仮定している．

太陽電池アレイの電圧は，集電ケーブルでの熱損失とプラズマとの干渉の問題，及び，将来

のより大電力のシステムへの発展性を考慮して1kVとしている．SPS2000の太陽電池モジュール

の設計は，６章“SPSの研究開発シナリオとMDS-３による宇宙実証計画”の著者である国中博

士によって行われた．図1にSPS２０００発電部全体の電気ブロック図を示す．図２に太陽電池の

ユニット，サブアレイ，アレイモジュールの階層を示す．太陽電池の１ユニットは９０V，１.６

Aの出力とし，１２ユニットを直列に接続してサブアレイを構成する．１１０枚のサブアレイを並

列に接続して１kV，１８０Aのアレイモジュールを構成する．アレイモジュールは幅３m長さ３３

０mの短冊状である．アレイモジュールの重量は集電ケーブルを含んで約２７０kgである．アレ

イモジュールを45枚並列に接続して，北東，北西，南東，南西の翼（ウィング）を構成し，北

東と北西のウィング，南東と南西ウィングをそれぞれ並列に接続した上で送電系に配電する．

各アレイモジュールからの集電はポリマーの被膜を施した銅製のフラットケーブルで行う．

SPS２０００の軌道運動に伴い太陽電池面への太陽光の入射角は時々刻々変化する．図3に春分時

の発電電力の時間変化に伴う送電出力の時間変化を示す．

SPS２０００の発電システムの主要な課題は，（１）放射線やプラズマ放電に代表される宇宙環

境に対する耐性，（２）大電力化，（３）軽量化，（４）低コスト化，である．本章では課題(1)

に関連して，高電圧部でのアーク放電の研究とアモルファス太陽電池への放射線照射実験結果

の２編の報告を収録している．趙博士らによるアーク放電の研究では真空チェンバー実験を基

に高電圧太陽電池のプラズマアーク放電の防止技術を論じている．これによりSPS２０００でバス

電圧１,０００Vを使用する技術的な可能性が示された．今後このアーク放電防止技術を具体的な

設計にどのように反映するかが課題である．一方佐々木博士らによるアモルファス太陽電池の

耐放射線性の研究では，日本原子力研究所高崎研究所の加速器を用いて電子およびプロトン照

射実験を行い，耐放射線特性のデータを取得している．その結果，SPS２０００の１,１００km軌道

で１０年間使用しても初期性能の９０％以上が維持可能との結論が得られている．ただしアモル

ファス太陽電池は年々優れた性能のものが開発されており本研究で試験されたものは既に古い
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タイプとなっている．最新のより効率の高い太陽電池についても耐放射線性を確認しておくこ

とが必要であろう．

上記の課題（２）～（４）については今後さらに研究を進める必要がある．現段階では軽量

化と低コスト化の観点及び資源量の問題からアモルファスシリコンの太陽電池がSPS用として

有力であるが，アモルファスシリコンの安定性と効率についてはまだかなり改良の必要がある．

重要語：SPS２０００，発電技術，アモルファスシリコン太陽電池

２００１年３月

Fig. 1 System block diagram of power generation and power lines.

Fig. 2 Constitution of an array module.
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Fig. 3 Diurnal variation of generation power.
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SPS２０００高電圧太陽電池アレイのアーク放電防止技術について

趙　　　孟　佑＊

Mitigation Methods against Arcing on SPS2000 High Voltage Solar Array

By

Mengu CHO＊

＊九州工業大学　工学部

Abstract : A large space platform such as SPS2000 must be operated at high voltage higher than

1000V, in order to minimise the cable mass and transmission loss. It is known that arcing occurs on

solar array surface whose potential is negative to the surrounding plasma by typically more than

200V. An arc occurs due to charging of dielectric material near the interconnector, such as

coverglass or adhesive. Several mitigation methods are discussed and experimental results on ion-

charging shield by transparent roof on solar cells are reported. Placing a transparent film not only

lowers the arc rate but also the scale of arcing.

概　　　　　要

SPS２０００のような大型宇宙構造物では，ケーブル質量と電力損失を小さくするため１０００V以

上の高電圧を使用する必要がある．ところが，周辺プラズマに対しマイナス２００V以上の電圧

では太陽電池表面にアーク放電が発生する．アーク放電はインターコネクタ付近のカバーガラ

スや接着剤等の絶縁物付近で発生する．本論文では放電防止のためのいくつかの方法と，太陽

電池上に透明なイオン帯電シールドを装着した場合の実験結果について報告する．帯電シール

ドはアーク放電の頻度を下げるだけでなく，放電の規模も小さくする効果があることが分かっ

た．

重要語：高電圧太陽電池アレイ，アーク放電，放電防止法
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はじめに

太陽発電衛星のような規模の超大型宇宙機では，使用電力はMWを超え，ケーブル質量軽減や配電中のジュー

ル損失低減のために，高電圧で電力を発生・運用させることが必須である．総発電電力に占める配電損失の割合

は，発電電力とケーブル抵抗に比例し，配電電圧の二乗に反比例する．そのため，電力需要の増大と共に発電・

送電電圧を増加させる必要があり，これは地上の電力伝送が高電圧で行われているのと全く同じ理由である．現

在の宇宙機における最高電圧は国際宇宙ステーションの１６０V発電・１２０ボルト配電であり，２０００年末に太陽

電池アレイが取り付けられて低地球軌道で初の１００ボルトを超えた発電を行うことになる．国際宇宙ステーショ

ンの電力が１００kWであることを考えると，１０MWで運用されるSPS２０００の場合，発電・配電電圧を１０倍の

１０００Vにしなければならない．

しかしながら，太陽電池アレイの電位が周辺プラズマに対して２００V程度の負電位を持つと，太陽電池アレイ

表面でアーク放電が発生することが知られている．プラズマ中に浮かんだ宇宙機の電位は閉鎖系である宇宙機が

プラズマから集める電子電流とイオン電流が均衡するように決められ，電子とイオンの移動度の差から太陽電池

アレイの発電電圧の殆どがプラズマに対して負に沈むことになる．国際宇宙ステーションの１６０Vという電圧は

先の２００Vという数字が元になって決定された．１０００V発電を想定したSPS２０００の場合，アーク放電の問題は

避けて通れないものであり，太陽発電衛星のみならずMW級の次世代の大型宇宙プラットホーム実現に向けて近

い将来の内に克服すべき技術課題である．本研究の目的は，アーク放電を防止する技術を開発することにある．

放電のメカニズム

放電の発生は，図１に示すように，空間に露出した

カバーガラス等の絶縁体，インタコネクタ等の導電体，

プラズマの３者が接する点（トリプルジャンクション）

での電界が，絶縁体が周辺プラズマによって帯電する

ために局所的に増加することに起因する（文献１）．

放電発生と同時にインタコネクタ部分で発光が起きる

ことから，放電発生箇所を特定することが可能である．

放電は繰り返し発生し，放電の頻度はプラズマに対す

る電位，プラズマ密度，表面温度，インタコネクタ材

質等に依存する．これは絶縁体表面の帯電・放電の繰

り返しによるものであり，図２に示すようなプロセス

を繰り返す．実際に非線形光学結晶のポッケルス効果

を利用して，放電前後の絶縁体表面の帯電状態の変化を観測したものを図３に示す（文献２）．これは太陽電池ア

レイを模擬した模擬電極を用いて観測したものであるが，厚さ１mmの絶縁体を－１０００Vにバイアスした電極の

上においてプラズマ中に曝した時に，絶縁体表面の電位を測ったものである．放電発生前は絶縁体に電荷が十分

に蓄えられて表面の電位はほぼゼロになっているが，放電発生と同時に電荷がなくなって電位が低下しているの

がわかる．その後数msをかけて表面の帯電状態は元に戻り，次の放電が発生するというプロセスを繰り返す．（図

１，図２，図３）
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図1 太陽電池アレイインコネクタ周辺部の詳細
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図2 帯電・放電過程のモデル

図3 放電発生前後での絶縁体表面の帯電電位の時間変化
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放電防止法

アーク放電を防止する方法として様々な案があるが，宇宙ステーションのようにプラズマコンタクターを使用

して太陽電池アレイの負極とプラズマの電位差を無理やり数１０V程度に抑えるという方法もある．しかしながら

SPS２０００の場合，１０００Vを持った正極付近での異常電子収集（スナップオーバー）により，プラズマコンタク

ターで多大な電流を放出する必要がある．もう一つの方法として，－１０００Vの電位を持っていても放電を起こさ

ないように太陽電池アレイの形状を工夫することが考えられる．低軌道にあるSPS２０００の場合，絶縁体の帯電に

要する時間を４５分以上にしてしまえば，図２に示した帯電・放電過程の途中で日陰に入るので，放電発生を抑制

することができる．また放電が発生したとしても，その効果を抑制できるような措置を施して，放電に対してロ

バストなシステムを作ることも対策として考えられる．このような観点から本研究では帯電しにくい太陽電池ア

レイのデザインを検討すると共に，放電の規模を抑える手法についても検討を加えた．

デザイン

太陽電池アレイのデザイン変更によって放電を防止する方法としては以下のようなものが考えられる．

（a）プラズマ中のイオンによるカバーガラス表面の帯電を防ぐため，太陽電池アレイに透明な屋根をつける

（例，集光型太陽電池アレイ）

（b）カバーガラスにITOなどの透明導電性コーティングを施して，カバーガラス電位をインタコネクタと同じに

する．

（c）インタコネクタをプラズマから隠す（例, 宇宙ステーション用Wrap-through型太陽電池アレイ）

（d）トリプルジャンクション近傍での電子による帯電を防ぐため，カバーガラスをせりださせたり，インタコネク

タの材料を高仕事関数のものに変える．または２次電子放出係数の低い材質をカバーガラス，接着剤に用いる．

（e）トリプルジャンクションにかかる電界を弱めるため，接着剤の誘電率をガラスより高める．

この内，本報告では（a）のプラズマに帯電防止用の屋根をつけたものについて実験により検討した結果を報告

する．

実験

実験に使用した真空チャンバーシステムは直径１m，長さ

１.２mのステンレス製である．ロータリーポンプとターボポ

ンプにより排気を行い，口径３cmのカウフマン型直流プラズ

マ源によって，プラズマ密度にして１０１２m－３，温度にして１

eV程度のアルゴンプラズマ状態を作り出している．尚プラズ

マ源作動時の背圧は６×１０－４Torr程度に保たれている．

図４に示すような６枚の単結晶シリコン太陽電池をつない

だものを，真空チャンバー内でプラズマ環境に曝した．出力

端を短絡して直流電源につなぎ負にバイアスした．バイアス

電圧が－２００V位から放電が発生し始める．太陽電池間は１

mmの間隔をもち，インタコネクタで結ばれているが，放電発

生時にはインタコネクタでの発光を観測した．外部回路でモ

ニタしている放電電流が大きくなると，発光強度も強くなった．

放電防止法の一つとして，太陽電池アレイの前に透明なフィルムのシールドをつけてカバーガラス表面にやっ

てくる正イオンを物理的に阻止することを考えた．図５にシールドを付けたところを横から見た図を示す．実験

に使用した太陽電池アレイは図４に示された６枚接続のものである．太陽電池アレイの周りのアルミフレームの

穴にアクリル製のネジを通し，アクリル製のナットを使ってシールド材（厚さ１００μmのPETフィルム）と太陽

図4 実験に使用した太陽電池アレイの写真

シリコン太陽電池　２cm×４cm

カバーガラス１５０μm

太陽電池間距離＝８００μm



電池アレイとの間の間隔Lを調整した．このようにシールドをつけた太陽電池アレイと，シールドがない以外は全

く同じ構成の太陽電池アレイの２枚をプラズマ中で同時にバイアスして，どちらで放電が起きるかを比較した．

（図４，図５）

実験結果

図６に実験結果を示す．実験では各バイアス電圧を２０分間印加して，その間に起きる放電回数を数えた．放電

が起きたかどうかの判定はオシロスコープで計測した電流波形による．太陽電池から３mm離れたところに厚さ

１００μmのPETフィルムのシールドを置いたものでは４５０ボルト以下の電圧で完全に放電発生を抑制することが

できた．シールドと太陽電池アレイの間の間隔が拡がると，プラズマがそのすき間から侵入してカバーガラスを帯

電させる．そのため間隔が拡がると放電の抑制効果がうすれていく．このすき間をなくすために，図７に示すよう

に厚さ７.５μmのポリイミドフィルムで太陽電池アレイ全体をくるんでしまった場合について実験を行った

が，－３００Vを９０分間印加して，同時にバイアスした通常のアレイで３７２回放電が起きたの対して，フィルムで

覆ったものでは一度も放電が発生しなかった．

シールドをつけた場合，例え放電が発生しても放電電流ピーク値並びに放電電荷量はシールドを付けないもの

に比べて低下することがわかった．図８に典型的な放電電流波形を示す．放電が発生したとしても，放電電流を

供給するのは放電発生部と離れた所にあるキャパシタンスであり，放電発生部とはプラズマを介してつながるこ
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図5 イオン帯電シールドを張った状態を横から見た図

図6 帯電シールドをつけた太陽電池アレイ（Nomal）とつけていない太陽電池アレイ（PET）

の放電頻度．負のバイアス電圧を２０分間印加した時の放電発生回数　
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図8 シールドをつけた時（with PET）とつけていない時（Nomal）

の放電電流の違い．シールドはＬ＝５mmの高さで貼った．

図10 図９に示したアレイの各バイアス電圧における放

電頻度．－３００Vと－４００Vのバイアス電圧は１０

分間，－５００Vから－１０００Vは２０分間印加した．

図9 シールド各部にデブリ衝突を模擬した穴をあけたアレイ（左）とインコネクタ部を全て露出させたアレイ（右）

図7 太陽電池アレイを厚さ７.５μmポリイ

ミドフィルムで完全に覆った時の写真
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とになる（文献３）．シールドがあると放電発生部からのプラズマの拡がりを抑えて電流を流しにくくしているた

めに，このような効果があらわれたのだと思われる．

シールドをつけた場合，軌道上の長期間運用中にはデブリ衝突等によって穴があいてしまい，シールドの効果

が薄れることが予想される．そこで図９に示すように，意図的にシールドの各所に穴をあけたもの（S.A. debris）

と，インタコネクタ部を全てプラズマに曝したもの（S.A. Cable covered）の比較を行った．その結果を図10に示

すが，放電頻度は明らかにシールドをつけたものが小さい．放電は空間中に露出されるトリプルジャンクション

の長さが長い程起こりやすく，少しの部分が露出したところで放電頻度が飛躍的に増えるわけではない．しかし

ながら，図９のようにトリプルジャンクション部が空間に曝されていると，放電プラズマの拡がりを抑制するこ

とはできない．放電電荷量を比較すると図９に示された両者に差はなく，長期間のデブリ衝突によって放電頻度

抑制の効果はそれほど低下しないが，一回あたりの放電規模抑制効果はなくなると思われる．（図６，７，８，９，１０）

まとめ

太陽発電衛星に用いるような1000V級の高電圧太陽電池アレイを開発するための様々な案を紹介したが，これら

を実験によって検証することで1000V級太陽電池アレイを開発することは十分可能であると考える．しかしながら

そのためには，各案に対して放電発生電圧・発生箇所・発生間隔等の基礎データの取得や繰り返し放電が太陽電

池アレイの性能劣化に与える影響等の評価がかかせない．また放電による電磁障害や表面劣化を正しく評価する

ことが必要であり，そのためには軌道上で放電が発生したときに果たしてどれくらいの電流が流れるのかといっ

た点を明らかにする必要がある．また各デザインの太陽電池アレイが宇宙空間での長期間運用に耐えられる強固

な耐宇宙環境性（デブリ，紫外線，酸素原子，スパッタリング等々）をもっているかどうかも重要である．これ

らのことを研究するうえで，詳細な計測を伴う地上実験及び技術検証のための宇宙実験が必要である．
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a-Si太陽電池の耐放射線性の評価
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Radiation Resistance of a-Si Solar Cells Evaluated for SPS Use
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＊宇宙科学研究所
＊＊東京工科大学
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Abstract : SPS 2000 is a study model of 10 MWatt solar power satellite in a 1,100 km equatorial

orbit. For the power generator of SPS 2000, amorphous silicon(a-Si) solar cell, a thin film type

developed for ground use, has been selected as a potential candidate. Since the a-Si solar cell is

relatively newborn, its operational data in space are not sufficiently available. We have made

radiation experiments for the a-Si solar cell by the electron and proton beam accelerators of the

Japan Atomic Energy Research Institute. The effect of 0.15～3.0 MeV electron irradiation was

studied up to the fluence of 1×1016electrons/cm2. For proton irradiation, the effect of the energy at

3～10 MeV was studied up to 2.5×1014protons/cm2.  According to the experimental results, the

performance of the a-Si solar cell will be maintained more than 90％ of the initial performance

during 10 years for the orbit of SPS 2000.  It is concluded that the a-Si solar cell is potentially

promising for the SPS use.

概　　　　要

SPS２０００は赤道軌道高度１,１００km，出力１０MWの太陽発電衛星モデルである．SPS２０００

用の太陽電池としてはa-Siの薄膜太陽電池が候補とされている．a-Siの太陽電池は比較的新しい

タイプの太陽電池なので，宇宙環境特に宇宙放射線に対する耐性のデータはこれまで充分には

得られていない．私たちは原子力研究所の電子及びプロトンの加速器を用いて民生用のa-Si太陽

電池に対し照射実験を行い，その放射線耐性を調べる実験を行った．電子については０.１５～

３.０MeVのエネルギーで１×１０１６electrons/cm２までの照射，プロトンについては３～１０MeV

のエネルギーで２.５×１０１４protons/cm２までの照射を行った．一連の照射実験の結果，私たち



の試験したa-Siの太陽電池は，SPS２０００の軌道で１０年間の運用に対し９０％以上の発電性能を

維持することが分かった．

重要語：SPS２０００，宇宙発電，アモルファスシリコン太陽電池，耐放射線性

序　論

太陽発電衛星モデルSPS２０００［１］の軌道は，米国のリファレンスシステムの静止衛星軌道と異なり低高度赤

道軌道である．低高度軌道では夜と昼が地上と同様に訪れるという欠点があるが，ロケットによる輸送コストは

静止衛星軌道の場合と比較し数分の一で済む．送受電アンテナの大きさと太陽電池やマイクロ波半導体アンプに

対する宇宙放射線の影響の観点からはできるだけ低い軌道が望ましいが，余り低い軌道では空力により短期間で

落下してしまう．宇宙ごみ（デブリ）が比較的少ないという点も考慮して，SPS２０００では軌道高度１,１００kmが

選定されている．

太陽電池セルとしては，大量生産が可能で近未来に低コストが期待でき，宇宙への輸送と展開に有利な薄膜フ

レキシブルアモルファスシリコン太陽電池が有力候補である．アモルファスシリコン太陽電池は現在我が国で年

間１０MW程度しか生産されていないが，結晶系シリコン太陽電池の次の世代の太陽電池として近い将来１００MW

規模の生産が期待されている．アモルファスシリコン太陽電池の効率は現在のところ未だ１０％弱であるが，将来

的には１５％前後が期待されている．SPS２０００の概念設計では効率１５％，重量比出力１kW/kgを仮定している．

宇宙で使用する太陽電池は地上と異なり宇宙放射線に対する高い耐性が必要である．SPS２０００では太陽電池の

劣化は１０年間に１０％以下と要求されている．本研究では太陽発電衛星用として有望なアモルファスシリコン太

陽電池がSPS２０００の軌道条件でどの程度の耐放射線性を持つか調べることを目的として，入手可能なアモルファ

スシリコン太陽電池について電子とプロトンの照射実験を行った．本研究は宇宙科学研究所，東京工科大学，原

子力研究所高崎研究所，三洋電機（株）の共同研究として行われた．

放射線照射実験

本研究で用いたアモルファスシリコン太陽電池の物理的特性を表１に示す．NASA JPLのSolar Cell Radiation

Handbookにより求めた低軌道赤道軌道での１年間の等価損傷フルエンスを図１に示す．この高度ではプロトンの

影響の方が電子の影響よりも大きい．高度１,１００kmの１年間の等価損傷フルエンスは１MeVの電子で６.４×１０１３

electrons/cm２である．
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表1 放射線照射実験に使用した太陽電池セルの特性
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太陽電池への放射線の照射実験は原子力研究所高崎研究所の電子とプロトン加速器を用いて行った．電子につ

いては大気中で０.１５～３.０MeVのエネルギー範囲で１×１０１６electrons/cm２までの照射実験を行った．プロトン

については真空中で３～１０MeVのエネルギー範囲で２.５×１０１４protons/cm２までの照射実験を行った．照射前後

の太陽電池の性能評価は，電子照射については宇宙科学研究所のパルスソーラーシミュレーターを用い，プロト

ン照射については原子力研究所と東京工科大のソーラーシミュレーターを用いて行った．太陽電池の正味の劣化

を評価するため，太陽電池の保護膜（PET; Polyethylene Terephthalate）の劣化についても，３００nmから１,１００

nmの多チャンネル分光器で測定した．太陽電池の性能評価は照射直前と照射後１～２日以内に実施し，その後数

日から数十日かけてアニーリングの効果を調べた．

実験結果

電子照射

０.５MeVから３.０MeVのエネルギーで，１×１０１５electrons/cm２の電子照射を行った場合の保護膜（PET）の

透過率の変化を図２に示す．図では３００nmから１,１００nmの範囲について照射後の透過率を照射前の値で規格化

図1 低高度赤道軌道における電子とプロトンに対する等価損傷フルエンス

図2 電子照射（0.5 MeV～3.0 MeV）に対するPETの透過率の変化
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して表示している．透過率の劣化は特に４００nm以下で顕著である．太陽電池の感度は４００nm以下では相対的に

低いため，太陽電池の劣化を評価するに当たって保護膜の劣化の影響は小さい．

１MeV電子の照射に対する太陽電池の劣化を図３に示す．合計６サンプルの太陽電池に対し５×１０１５

electrons/cm２までの照射を行った．太陽電池は４×１０１５electrons/cm２までの照射に対してはいずれも照射前の効

率の９０％の性能を維持した．ただし５×１０１５electrons/cm２の照射で太陽電池の効率は強い劣化を示した．劣化

の程度は個々の太陽電池で大きくばらつき，照射後の効率は５％から８８％まで変化している．この照射実験の結

果を高度１,１００kmのSPS２０００に適用した場合は，1MeVの等価損傷は６.４×１０１３electrons/cm２・yearなので，

１０年間での劣化は１０％以下と計算される．

３×１０１５electrons/cm２の照射の場合について，電子のエネルギー（０.１５から１.０MeV）に対する劣化の依存

性を図４に示す．全部で７枚の太陽電池について実験を行った．０.３MeV以下のエネルギーではエネルギーが高

くなるとともに劣化は増大するが，１.０MeVでは劣化は逆に小さくなった．このことは最大の劣化をもたらすク

リティカルなエネルギーは０.３と１.０MeVの間に存在することを示唆している．このような劣化のエネルギー依

存性がなぜ現れるのかは明確になっていないが，高エネルギー電子のa-Si層への到達の深さが関連している可能性

図3 電子照射（1.0 MeV）によるアモルファスシリコン太陽電池の劣化の様子

図4 電子のエネルギーに対する効率の依存性
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がある．

プロトン照射

PETの保護膜に対するプロトン照射の影響は電子照射の場合と殆ど同じである．透過率の劣化は４００nm以下で

大きい．結晶シリコンとアモルファスシリコンの耐放射線性を比較するため，両電池に１０MeVのプロトンを同時

照射した結果を図５に示す．アモルファスシリコンの太陽電池は結晶シリコンの太陽電池よりも耐放射線性が高

い．これは，結晶シリコン太陽電池に比べアモルファス太陽電池の電池層の厚さがはるかに薄いためと考えられ

る．３,４,１０MeVのエネルギーのプロトンを照射した場合の太陽電池の劣化量を図６に示す．４MeVのプロトン

の場合１０１３protons/cm２の照射で太陽電池は１５０％近くまで効率が上がり，１０１４protons/cm２の照射で効率は５０％

以下になるという特異な特性となる．一方，１０MeVのプロトンの照射の場合は，太陽電池の効率は照射量ととも

に減少する．

図７はモンテカルロシミュレーションソフト（TRIM）で計算したa-Si太陽電池層でのプロトンのエネルギー損

失を示す．太陽電池層内での損失率は３MeVで４.２eV/Å，４MeVで１.９eV/Å，１０MeVで０.７eV/Å である．

図６での３MeVと１０MeVのプロトンに対する劣化の比はこれらのエネルギーに対するエネルギー損失とほぼ合

図5 プロトン照射（10MeVプロトン）対するアモルファスシリコン太陽電池と結晶シリコン太陽電池の劣化の比較

図6 プロトン照射（3,4,10 MeV）に対する太陽電池の劣化
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図9 放射線照射実験後，太陽電池を水素ガス中で保管した場合のアニーリング効果

図7 プロトン（2～10 MeV)に対するシリコン中でのエネルギー損失の計算結果

図8 大気中常温で保管した時のアニーリング効果
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致している．一方同じシミュレーションによると，a-Si層の後ろにあるPETフィルムの中で４MeVのプロトンが最

も多くエネルギーを失うことが示されている．高エネルギーの放射線照射は通常ポリマーの中に水素原子を生成

することから，４MeVでの太陽電池の効率の上昇はPETフィルム内に生成された水素原子の作用で説明できる可

能性がある．

アニーリング効果

放射線照射後の太陽電池の効率が時間とともに回復する現象について調べた．太陽電池は室温で保管したにも

拘わらず，アニーリング効果が明確に確認された．電子照射後の効率の回復を図８に示す．照射後２０日で効率は

ほぼ５０％回復している．アニーリング効果は照射時に生じた欠陥を除去する何らかのメカニズムが存在すること

を示している．Abdulaziz and Woodyardはアニール効果を説明するため，熱的に励起される分散輸送機構を提案し

ている［２］．室温でのアニーリング効果を説明しうるメカニズムとして，太陽電池内での水素原子による再結合

がある．この現象を検証するため，照射実験後太陽電池を水素ガス中で保管する実験を行った．その結果を図９

に示す．水素ガス雰囲気中で変換効率が大きく回復していることがわかる．

まとめ

SPS２０００の太陽電池として有力な候補であるアモルファスシリコン太陽電池の耐放射線性を調べた．放射線の

照射は０.１５～３.０MeVの電子については１×１０１６electrons/cm２まで，３.０～１０MeVのプロトンについては

２.５×１０１４protons/cm２まで行った．電子照射実験では，アモルファスシリコン太陽電池の劣化が最大となるク

リティカルなエネルギーが０.３MeVと１.０MeV の間に存在することがわかった．プロトン照射実験では４MeV

のエネルギー照射で変換効率が上昇する現象が見られた．電子及びプロトンの照射後に常温でもアニーリング効

果が見られた．アニーリングの機構は未だ明確ではないが，太陽電池内の水素原子の再結合が重要な役割を果た

している可能性がある．今回得られた実験結果を適用すると，SPS２０００の軌道でアモルファスシリコン太陽電池

を使用した場合は，１０年間で初期性能の９０％以上が維持されると予測される．アニーリング効果を考慮すれば，

太陽電池の劣化は更に小さくなると予想される．本研究により，アモルファスシリコン太陽電池は耐放射線性の

点から太陽発電衛星用の太陽電池として有望であることが結論できる．

あとがき

本報告は平成３年度から８年度にわたり宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門に在籍した東京大学（長友研

究室）と東京工科大学（後川研究室）の学生が主体となって行った研究成果をまとめたものである．
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SPS2000の送受電技術総論

高　野　　　忠＊

Transmission and Reception Technologies in SPS2000

By

Tadashi TAKANO＊

＊宇宙科学研究所

Abstract : The SPS2000 is meaningful to have concretely shown the concept of solar power

generation and microwave transmission which was formerly considered impractical, as is

emphasized by the inclusive paper by Nagatomo in Chapter 1 of this proceeding. Though the

general description is surrendered to his paper, we will look back at the investigations of microwave

transmission and reception in the SPS2000 project. This field includes topics of antennas, microwave

amplifiers, microwave rectifiers and radio propagation（mainly related with plasma）, which have

been most intensively studied in the SPS2000 project. 

The main points in the conceptual design of microwave transmission and reception are as follows:

（1）The frequency to transmit microwave power is supposed to be 2.45 GHz which is assigned for ISM uses. 

（2）Microwave amplifiers are composed of semiconductor devices. A unit of the amplifier handles

6 W in input and 4 W in output, and 2.25 million units in total. 

（3）The transmitting antenna or spacetenna is a phased array with the area of 132 m×132 m. The

radiating element is a slotted antenna with a backing cavity. 

（4）Retrodirective function was studied to accurately point the transmitted beam to a receiving

point. Figure 3 shows the system constitution, which uses 245 MHz frequency. The

experimental system was composed in 800 MHz.

（5）The receiving antenna or rectenna is a mesh reflector antenna fed by linear radiators. The

ground under the reflector may be illuminated by sun light, and can be used as a free space.

The diameter is nominally 2km. 

After the conceptual design of SPS2000 was completed, further studies have been continued
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including the following symposia:

（i）Symposium on Transmission and Reception for SPS: November 14, 1994.

（ii）Symposium on Semiconductors for SPS: November 28, 1994.

In Chapter 2 of this proceeding, Prof. Itoh first summarizes the research work during the whole

time period of SPS2000 study. Then, Prof. Kawasaki describes a new research to form a microwave

power transmission unit in a stratified layer constitution by adopting patch antennas which are

suitable for planar constitution and by implementing a group of power dividers or amplifiers on

each dedicated board. 

概　　　　　要

本報告書第１章の長友論文で強調されているように，SPS２０００は太陽発電・マイクロ波送電

という，当初現実味が無いと思われていたコンセプトを，手が届く所に示したことに最も重要

な意味がある．全体の総括はそこに譲るとして，SPS２０００プロジェクトにおけるマイクロ波の

送電と受電の検討を振り返ってみよう．この分野においては，アンテナ，マイクロ波アンプ，

マイクロ波整流それに電波伝搬（主にプラズマ関連）の問題がある．これらはSPS２０００プロジ

ェクトにおいて，最も集中的に検討がされた分野のひとつである．

マイクロ波送受電に関する概念設計の要点は，以下のようになろう．

（１）マイクロ波電力伝送用の周波数は，２.４５GHz（電波法で産業・科学・医療用として割

り当ている）とする．

（２）マイクロ波増幅器として，半導体素子を用いる．１素子当たり入力６W，出力４Wであ

り，総計２２５万素子を用いる．

（３）送電アンテナ（スペーステナ）として，面積が１３２m×１３２mのフェーズドアレーを用

いる．図１に衛星構体へのアンテナ装着状況を示す．その構成素子としては，図２に示す

共振器付きスロットアンテナを用いる．

（４）送電ビームを受電点に正確に向けるため，レトロディレクテブ機能が検討された．図３は

システム構成を示し，２４５MHzを用いている．この実験システムは，８００MHzで作られた．

（５）受電アンテナ（レクテナ）として，線状放射器で給電したメッシュ反射鏡アンテナを用

図1 SPS２０００全体の構成と送電アンテナ（スペーステナ）
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図2 送電アンテナ素子の構造

図3 送電アンテナのシステムブロック（送電系とレトロデレクティブ系）

図4 受電アンテナ（レクテナ，魔法の絨毯）のパネル



いる．反射鏡の下の地面には太陽光が照射され，自然のまま使用することができる．直径

はノミナル２kmである．図４は，その１パネル分の構成を示す．

SPS2000の概念計画書が完成した後も，より深い検討が続けられた．科学研究費（重点領域）

申請のため，次の２シンポジウムを開いたのも，その一環である．

（i）SPS用送受電技術シンポジウム（１９９４年１１月１４日）

（ii）SPS用半導体シンポジウム（１９９４年１１月２８日）

これらのシンポジウムでも，次のようにいくつかの重要な結論が導かれた．

（a）マイクロ波増幅素子としてSi-MOSFETで，出力100W程度，電力変換効率50％程度が可

能であることが示された．［１］

（b）地上のGa（ガリウム）の生産量は，５００トン／年程度である．GaAs素子を用いて１００

万kWのマイクロ波を発生させようとすると，これでは不足をきたすことになる．従ってSi（シ

リコン）で大出力マイクロ波増幅器を作ることは不可欠である．［２］

（c）SPS２０００システム以外の一般用の送電アンテナとして，直径10m程度のパラボラを最密

充填形に配列したアンテナが提案された．［３］

また大電力のマイクロ波ビームが伝搬することにより，ビームは電離層プラズマと非線形結合し

て，種々の不安定現象を引き起こす．この現象について，計算機シュミレーションが行われた．

この他，１素子当たり１００W程度の高周波電力（２.４５GHz）を整流できる半導体素子が必要

であるが，現在の技術では実現されておらず，かつ従来のSPSの中でも検討はされていない．

SPS２０００は，既存の技術と近い将来実現できる技術を前提として，ひとつのシステム像を示

してくれた．今この成果を踏まえて，システム実現に向けて，新たな歩みを始める時が来てい

る．今の成果を踏まえるということは，本報告書第１章にも述べられているように，そのシス

テムコンセプトを墨守すると言うことではない．技術は日進月歩し，かつ周囲条件は変化して

いる．それに合わせて旧コンセプトを手直し，新コンセプトに仕上げていく努力が必要がである．

この新たな検討は，かなり根本的な見直しを含む可能性もある．それに伴って，マイクロ波

送受電技術の所要機能・性能も，大幅に異なって来よう．例えばSPS衛星を置く軌道は，

SPS2000ではLEOであるが，GEOという解も考えられないわけではない．そうすると，SPS電力

供給装置と地上電力網との接続は良くなるが，反面マイクロ波送電アンテナは１桁程度大きい

直径が必要となる．また実際にアンテナを製作しようとすると，素子製作法や収納・展開法に

ついて検討すべきことは，多々ある．

今回のSPS２０００シンポジウム成果報告書第２章の中では，まず伊藤教授が，SPS２０００全検

討期間を通して進めて来た研究の内容について総括している．次に川崎教授がシステム構成に

ついて，SPS２０００に含まれていない新しい方向を示す研究について述べている．これは平板構

成に適したパッチアンテナを用いて，分配器や増幅器を基板毎に形成し，最終的に送電ユニッ

トを多層構成とするものである．これら２つの論文内容はいずれも，世界に対し独自の研究成

果を主張できるものである．

重要語：SPS，マイクロ波送受電，スペーステナ，レクテナ
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SPS2000の送受電システムと課題

伊　藤　精　彦＊・大　宮　　　学＊＊

Present State and Problems of Microwave Energy Transmission and

Receiving System of SPS 2000

By

Kiyohiko ITOH＊ and Manabu OMIYA＊＊

＊北海道大学大学院工学研究科
＊＊北海道大学大型計算機センター

Abstract : This paper discusses and summaries the microwave energy transmission antenna and

receiving antenna systems of SPS 2000. Also, their problems are shown. Concerning on the

spactenna, cavity-backed slot antennas are proposed as an antenna element. We develop and clarify

the design method of antenna elements with which the specifications for the element are satisfied.

Moreover, we confirm the fundamental microwave-beam scanning performance of the spacetenna

using an eight-element array antenna. A circular microstrip patch antenna (CMSA) was proposed as

a rectenna element. Slits on the patch are helpful for suppressing re-radiation of higher order

harmonics generated in the rectifying circuit. Design methods of CMSA with slits are developed.

Configuration of rectifying circuits realizing a high efficiency of RF-DC conversion are shown.

Problems considered in the future are the direction detection of rectenna sites and microwave

beam control skill with high angular precision as well as a technology of SPS 2000 system

integration.

概　　　　　要

SPS2000送電アンテナおよび受電アンテナについて，これまで行われた研究成果のまとめを行

うとともに，今後の研究課題について示す．送電アンテナ素子としてキャビティ付スロットア

ンテナを提案し，構造条件を満足するアンテナ素子の開発を行い，設計法を確立した．さらに，

８素子アレーアンテナを用いた送電アンテナのビーム走査特性に関する基礎的検証を行った．

受電アンテナ素子として円形マイクロストリップパッチアンテナの高調波再放射抑圧特性を改



善することを目的として，パッチ表面にスリットを入れることを提案し，スリット設計法を明

らかにした．また，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を示した．今後の課題

として，高精度なレクテナ方向の検知とビーム方向制御，SPS２０００システムインテグレーショ

ンについて検討しなければならない．

重要語：スペーステナ，キャビティ付スロットアンテナ，フェーズドアレーアンテナ，

レクテナ，スリット入円形マイクロストリップアンテナ

はじめに

本稿においては，SPS２０００［１］の送電および受電アンテナシステムについて，これまで行われてきた研究成

果［２］,［３］のまとめを行い，今後の研究課題を示す．

SPS２０００送電アンテナ用素子としてキャビティ付スロットアンテナの利用を提案した［１］．アンテナ素子が

満足すべき構造条件を示し，その条件を満足する形状を有するアンテナ素子の開発［４］－［６］および設計法

を確立した［７］－［１５］．さらに，アンテナ素子の薄形化［１６］－［２１］および大量生産を可能にする技術

の開発［２２］を行った．送電アンテナは約250万素子から構成される巨大なフェーズドアレーアンテナである．

マイクロ波ビームの電子的走査を可能にするシステムの構成を示すとともに，8素子アレーアンテナを使用した基

礎実験により送電アンテナの機能について実証した［２３］－［２９］．現在，パイロット信号受信および方向検知

システムにDSP（Digital Signal Processor）および周波数拡散通信方式を適用し，高精度なパイロット信号方向検

知に関する基礎的研究を行っている［３０］－［３３］．

一方，受電アンテナとして円形マイクロストリップパッチアンテナ（Circular microstrip patch antenna，以後

CMSAと略称）を利用することとし［３４］－［３７］，受電アンテナに接続される整流回路の構成を単純化するた

め，アンテナ素子自体の高調波再放射抑圧特性を改善するスリット入CMSAを提案し，スリット設計法およびそ

の有効性を示した［３８］－［４３］．また，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を提案した［４４］，

［４５］．

この他，レクテナアレーの接続方法［４６］－［４９］および各種評価法［５０］,［５１］について検討が行われ

ている．また，開口面アレー形送電アンテナとレクテナ設計に関する報告がなされている［５４］．

研究成果の概要

研究成果および課題を表１に示す．研究成果は次のように要約される．SPS２０００送電アンテナとしてキャビテ

ィ付スロットアンテナの利用を提案している．構造条件を満足する形状を有するアンテナ素子の開発および設計

法を確立した．さらに，電子的なビーム走査を実現するシステムの構成と実験的な確認を行い，送電アンテナの

機能を実証している．また，受電アンテナについて，CMSAの高調波再放射抑圧機能を向上するため，パッチ表

面にスリットを入れることが有効であることを示した．さらに，基本共振モードおよび高次共振モードに基づく

スリットの設計法を示した．同様に，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を示した．ここでは，

信号環境に応じてインピーダンス整合回路を整流回路に付加することによって，容易に変換効率を改善すること

ができることを示した．

今後の研究課題として，送電アンテナにおいてマイクロ波ビームをレクテナ方向に正確に向けるためには１００

分の１度程度の高精度なレクテナ方向の検知とビーム方向制御が必要であることを明らかにした．この精度をど

のような技術により実現するのか，SPS２０００の実現にとって重大な問題であり，未解決のまま残っている．さら
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に，SPS２０００のような巨大で，高効率なマイクロ波無線送電システムを構築するためのシステムインテグレーシ

ョン技術を開発しなければならない．

以下においては，研究成果についてその内容を示す．

送電アンテナ素子

SPS２０００送伝アンテナの要求条件から，送電アンテナ素子が満足しなければならない条件は次のようになる．

すなわち，偏波特性は直線偏波，送電周波数として２.４５GHzの単一周波数を利用するので，帯域幅は特に指定さ

れていない．アンテナ素子寸法の決定においては次の２つの条件が設定されている．すなわち，

（１）送電ビーム走査時にグレーティングローブが発生しないこと

（２）サブアレーの大きさは３m×３m

以上の条件から，東西方向の素子間隔dxは７５mm，南北方向の素子間隔dyは約９１mmと決定された．アンテナ

素子の高さは３６mm以下である．この寸法はアレーモジュールを輸送ロケットのフェアリング部に格納するため

に設定された．もちろん，素子の高さにはアンプ，移相器，フィルタおよびアイソレータ等のマイクロ波回路が

含まれている．したがって，キャビティ高さを低くすることができれば，マイクロ波回路部分の寸法条件は緩和

される．さらに，全体の高さを低くできれば，ロケットによる輸送回数を減らすことができるので，薄形化に関

する検討の意義は大きい．これまでに，図１に示す３つの給電構造を有するアンテナ素子を新たに開発した．す

なわち，終端短絡プローブ給電素子，逆F給電素子およびループ給電素子により励振されるキャビティ付スロット

アンテナである．アンテナ素子の高さは１２mmとして設計を行っているが，さらに薄形化が可能である．

表1 研究成果及び研究課題

図1 開発を行った送電アンテナ素子および給電構造
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図１（a）に示す終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナについて薄形化のための設計法について

詳しく示す．このアンテナ素子構造では設計パラメータとして，プローブ位置Pfとスロット幅wsを調整する．設計

手順は，

（1）給電プローブ位置Pfの調整を行うことによって，給電部から見込んだ入力インピーダンスZinの実部を５０Ω

に一致させる．

（2）スロット幅wsを調整することによって，共振周波数を２.４５GHzに一致させる．

この設計法においてプローブ位置Pfとスロット幅wsは独立して調整可能なので，アンテナ素子の設計は容易であ

る．以上説明した設計法を用いて，キャビティ付スロットアンテナの薄形化について設計例を表２に示す．キャ

ビティ高さを１２mmから１mmまで薄形化した．薄形化により，インピーダンス整合を実現するためプローブ位

置のキャビティ中心からのオフセット量Pfは増加し，スロット幅wsは広くなることがわかる．これは，プローブ位

置のオフセットにより電磁界が特定の範囲に集中するので，狭帯域な周波数特性になるためである．

送電アンテナは図１に示したアンテナ素子から構成される巨大なアレーアンテナである．アレーアンテナでは

素子間相互結合によりビーム走査特性が劣化する場合がある．アンテナ素子間の結合量を評価することによって，

キャビティ付スロットアンテナの素子間相互結合が小さく，アンテナパラメータの再設計が不要であることを明

らかにしている［１１］，［１２］，［１５］．

図2 終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナの薄形化設計法

表2 アンテナ設計例

図3 送電アンテナシステムのフェーズドアレーアンテナとしての構成
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フェーズドアレーアンテナとしての送電アンテナシステム

図３に送電アンテナのフェーズドアレーアンテナとしての構成を示す．送電アンテナは地上のレクテナ施設か

ら送信されたパイロット信号を受信することによって，レクテナ方向を検知し，その方向に送電ビームを走査す

るフェーズドアレーアンテナである．送電アンテナではレクテナ方向の情報に基づいてアナログ可変移相器を制

御してマイクロ波ビームを所望方向に形成する．ここでは，送電アンテナシステムのビーム走査特性の基本的な

機能を確認・評価するための機能モデルを試作した．試作した機能モデルの構造を図４に示す．送電アンテナア

レーおよび位相制御回路から構成されている．１つの位相制御ループには２個のアンテナ素子が接続され，同相

で励振される．このアレーアンテナでは１次元のビーム走査が可能である．位相制御回路では２.４５GHzの発振器

からの出力を電力分配器で各制御ループに分配する．位相制御ループはアナログ可変移相器，シリコン増幅器，

方向性結合器および位相検出器から構成される．アンテナ出力での位相を位相検出器で観測し，特定の方向にビ

ームを走査するために，可変位相器への電力を制御して，所望の位相差を実現する．これら制御はすべてコント

ローラ（PC）を用いて行う．送電ビームを１０度方向に走査したときのアンテナパタンを図5に示す．ただし，実

線が実験結果，破線が数値解析結果を示している．主ビームは１０度方向に向いており，所望のビーム走査が実現

されていることがわかる．

受電アンテナ素子

受電アンテナ素子に関する研究成果について説明する．レクテナ素子として，円形マイクロストリップアンテ

ナ（CMSA）が高調波再放射抑圧特性および製造の単純さから有効である．さらに，パッチ表面にスリットを入

れることによって高調波再放射抑圧特性を向上させることが可能である．図６に，提案を行っているCMSAおよ

び２種類のスリット入CMSAの構造を示す．ただし，aは基本共振周波数を２.４５GHzに一致させるためのパッチ

半径を表す．CMSA1は高調波周波数付近に発生する高次モードのパッチ表面電流を乱すことを目的として設計を

行った［４０］．一方，CMSA2は基本モードのパッチ表面電流に着目し，できる限り基本モードの電流分布を乱さ

ないスリット形状である［４３］．これらCMSAの２.４５GHzおよび高調波周波数におけるリターンロス値を表3に

示す．ただし，誘電体基板として中興化成工業株式会社製CGP５０２（比誘電率２.６，基板厚０.７７mm，）を使用

した．基本共振周波数２.４５GHzにおいてリターンロス値が大きく，高調波周波数においてリターンロス値が小さ

いほど，高調波再放射抑圧特性に優れたアンテナ素子である．同表から，２種類のスリット入CMSAにおいてほ

ぼ同一の特性であることがわかる．さらに，高調波周波数における２種類のスリット入CMSAのリターンロス値

は通常のCMSAに比較して，小さな値になっている．以上のことから，CMSA２は一組のスリットのみで，かつパ

ッチ半径などの再設計を必要としないことから，CMSA１に比較して優れていると結論できる．

図4 試作実験モデル 図5 実験結果（ビーム走査方向：10°）
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高効率なRF-DC変換効率を実現するレクテナ整流回路

高効率なRF-DC変換特性を有する整流回路の構成法について示す．従来の整流回路は入力フィルタ，ダイオー

ドおよび出力フィルタから構成されていた．しかしながら，ダイオードが接続されたポートから負荷側を見込ん

だときインピーダンス整合が得られていないため，高効率なRF-DC変換特性を実現することは難しい．ただし，

入力フィルタは周波数２.４５GHzで十分整合が得られているとする．そこで，図７に示すように入力フィルタとダ

イオードの間にインピーダンス整合回路を設けることによって，高効率なRF-DC変換特性を実現する．ここで，

インピーダンス整合回路はマイクロストリップで構成した４分の１波長変換器である．アンテナ出力端から整流

回路側を見込んだ入力インピーダンスZinは入力電力に依存して変化するので，すべての入力電力に対応してイン

ピーダンス整合を実現する整流回路を構成することは困難である．そこで，変換効率の向上が見込まれる入力電

力が１００mW～１W程度の入力電力に対してインピーダンス整合を実現することを検討した．その測定結果を，

図８に示す．大信号モデルにおいては，入力電力１００mWで１４dB程度のリターンロスを実現しており，そこで

のRF-DC変換効率は５０％程度になっている．一方，小電力モデルでは入力電力の範囲にわたってリターンロスが

７dB以下になっており，RF-DC変換効率の最大値は２５％程度である．以上のことから，インピーダンス整合回路

を利用することの有効性を確認した．

図6 CMSAおよびスリット入CMSAの構成

表3 入力特性（測定結果）

図7 高効率RF-DC変換特性を有する整流回路の構成
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今後の研究課題

SPS２０００送受電システムで研究課題として未解決のまま残されている事項について説明する．ひとつは，高精

度なレクテナ方向検知とビーム方向制御の方法を明確化することである．レクテナ方向の検知には，レクテナ施

設から送信されるパイロット信号を用いて行うことが検討されてきた．パイロット信号を用いた場合の方向検知

の原理を図９に示す．SPS２０００衛星の軌道高度h＝１,１００km，レクテナが送電範囲の最も端（A＝６００km）に

あるとする．このとき，送電ビーム方向の正しい値はレクテナ中心である．レクテナにおけるビーム中心のずれ

をレクテナエッジまで許容したとしても，角度検出誤差αは０.０４度以下でなければならない．このような高精

度な角度検知は単純な方向検知システムでは実現することができない．したがって，パイロット信号のほかに利

用可能な情報を積極的に活用することを検討する必要がある．そのような情報として，パイロット信号に周波数

拡散通信方式を適用すること，GPS衛星の利用，さらにSPS２０００衛星軌道情報およびレクテナ設置場所に関する

情報を活用することが考えられる．特に，２１個＋予備３個のGPS衛星が軌道高度２万キロを回転しているので，

地上におけるナビゲーションシステムと同様にSPS２０００にとっても有効な位置決定手段となりえる．

図8 RF-DC変換効率の測定結果

図9 レクテナ方向検出誤差の評価
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最後に，高効率なマイクロ波無線送電システムとして，これまで検討が行われてきている要素技術を集積化す

るシステム技術の確立を行わなければならない．もちろん，要素技術として「低損失・高効率な半導体デバイス

の開発」，「高いQを有するダイオードおよび集中定数素子の開発」はこれからも継続的に行われなければならない．

システム技術として，送電アンテナにおいては「大規模送電アンテナによる無線送電制御技術」，受電アンテナに

おいては「無線環境に適合したレクテナ整流回路の構成」がある．これら研究課題は，すでに明らかにされた要

素技術を踏まえ，発展させることによって解決可能である．

まとめ

本稿においては，SPS２０００研究においてこれまで行われてきた送受電アンテナに関する研究成果のまとめを行

った．送電アンテナ素子についてはキャビティ付スロットアンテナを提案し，寸法条件を満足する給電構造の提

案を行った．すなわち，終端短絡プローブ給電素子，逆F給電素子およびループ給電素子について提案を行った．

さらに，終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナについて薄形化を検討し，その設計法を示した．

この設計法を用いて，キャビティ高さを１mmとしたときの設計例を示した．

送電アンテナは約２５０万素子から構成される巨大なフェーズドアレーアンテナである．適切な位相制御を実現

するための方式について検討し，ハードウエアの試作･評価から動作原理の確認を行った．

受電アンテナ素子として円形マイクロストリップパッチアンテナは基本共振周波数の整数倍で共振しない特徴

を有しており，受電アンテナ素子として適している．しかしながら，高次の共振モードの共振帯域幅が広いこと

から，高調波再放射抑圧特性は十分でない．そこで，CMSAパッチ表面にスリットを入れることを提案し，その

設計法を示した．さらに，従来のCMSAに比較して高次共振モードが抑圧されることを示した．

最後に，今後の研究課題として送受電アンテナシステムを実現する上で検討を要する2つの事項を示した．
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A Patch-Plate Array Type of Active Integrated Array Antenna 

for SPS2000

By
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Abstract : In this report, topics of an active integrated antenna for the spacetenna of SPS2000

system are described.  These involve a basic concept and introduction of the active integrated

antenna and a design concept, and experimental results of a unit cell and the unit patch-plate of the

multi-layered active integrated antenna arrays.  In this research, the unit cell of the multi-layered

active integrated amplifier antenna was achieved with 50 g per 1 W.  For much higher output

power, a double-stage FET amplifier configuration was tested in the unit cell of the array.  Further,

for reduction of unexpected radiation from the antenna, use of the photonic band-gap structure in

the substrate of the unit cell was also demonstrated.

概　　　　　要

本報告では，SPS２０００スペーステナ用アンテナとしてのアクティブ集積アンテナの基本的な

特徴や種類について述べる．さらに積層型アクティブ集積アンテナの基本コンセプト，ユニッ

トパッチプレートとそのアレイ等の試作結果を報告する．この中で積層型アクティブ集積アン

プアンテナにおいて１素子当たり１W出力で５０gを実現した（５０gpW）．また，高出力化のた

めに二段増幅器を搭載し，ユニットセルにおいて数Wを出力できる構成や，アンテナ基板から

の不要放射対策としてフォトニックバンドギャップ（Photonic Band-Gap:PBG）構造を用いるア

イデア等も示した．

重要語：スペーステナ, アクティブ集積アンプアンテナ，PBG，平面積層型レーダ
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はじめに

年々深刻化する環境問題の対策の重要性がさけばれる中，新しいエネルギー資源の開拓は，この数十年の間，

各方面で議論されてきた．特に，燃焼を伴わないクリーンエネルギー利用の開発が脚光を浴び，風力や太陽エネ

ルギー利用の研究に拍車がかかった．このような状況において，文部省宇宙科学研究所を中心として，宇宙エネ

ルギー利用の立場から太陽発電衛星SPS２０００が提案された．このシステムは，４つのワーキンググループに分か

れて研究が進められてきたが，我々の研究グループは，そのワーキンググループのうち，衛星システム構築・太

陽電池に関する宇宙科学研究所のタスクチームと連携をとり，衛星に搭載される送信アンテナ「スペーステナ

（Spacetenna）」に関して共同研究を行ってきた．

１９９３年に出版された「SPS２０００概念計画書」［１］によれば，スペーステナに対する要求は，SPS概念計画書

［１］によると，アンテナ素子数は約２５０万個，太陽電池電源電力１６MW，アンテナ総出力１０MW，素子間隔南

北方向0.742λ，東西方向0.612λ，である．これが，一辺３３６m×高さ３０３mの正三角柱の形状をした太陽発電衛

星SPS２０００の一側面（１３２m×１３２m）に設置されるように計画された．ここで注目すべきことは，ペイロード

の問題である．そのため，多機能・軽量化は重要なポイントであった．またこれまでに，これらの仕様のもと，

送信アンテナがすでに試作されている［２］．

しかし，年月の経過とともに要求内容も変化し，電力ビジネスという観点から電力供給の低コスト化が必須と

され，これにともない，解決すべき問題のひとつにSPS２０００総重量の低減が重要な課題として報告された．アン

テナ１素子あたりの重量を送信出力１ワット（１Ｗ）に換算した値を定義すると，１０g/W（＝１０gpW）以下を目

標値としなければならない．ただし，gpWとは1Wあたりのグラム数とする．また，送信ビーム制御のポイントと

なる技術として，レトロディレクティブ（地上から衛星へのパイロット信号到来方向に応答波を返す）機能を簡

易な構造で実現することが必要であるとの認識も高まった．さらに，多機能衛星の観点から，電力送電という単

一機能で運用することに加え，通信機能やデブリ監視機能等をもつ衛星としても視野にいれることが考えられた．

筆者の研究グループはこれらの要求を満足させる技術のひとつとして，機能の集積化が可能な，アンテナと回

路を一体化する技術，アクティブ集積アンテナ技術を用いることを提唱し，この技術を用いてスペーステナの原

形モデルを試作してきた［３］．アクティブ集積アンテナ技術を用いたスペーステナ原形モデル試作のポイントは，

高出力・軽量化と多機能化の実現にあるので，重量の低減を達成し，レトロディレクティブ機能を容易に追加し，

さらに，スペーステナを薄型構造にすることが可能となる．これらの特長を利用して，筆者らはアンテナと送信

機高周波部を有するレーダ送信機の構成を，板状の薄型構造で実現することを提案した［４］．すなわち，発振，

増幅，変調，放射の各機能をそれぞれ板状基板で作製し，それぞれを積層させることで，薄型積層構造平面レー

ダを実現した．これは，機能追加に柔軟なハードウェアコンセプトを示したものである．さらに，太陽電池部と

の整合地上試験用に，さらなる高出力化にも積極的に取り組んでいった．

本報告ではアクティブ集積アンテナの小型・軽量といった特徴およびその種類について紹介し，アクティブ集

積アンテナの特徴を生かした積層平面型レーダのコンセプトについて解説する．さらに，積層構造を用いたアク

ティブ集積アンテナの試作について述べ，太陽電池部分を含む１５０分の１モデルとの組み合わせ試験を行なった

結果を示す．今後の展開として，アクティブ集積アンテナにフォトニックバンドギャップ構造や高出力多段増幅

器を適用するための基礎実験についても述べる．

SPS２０００用アクティブ集積アレイアンテナ

アクティブ集積アンテナ

アクティブ集積アンテナとは，集積回路と平面アンテナとを擬光学技術を用いて一体化させたもので，アンテ
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ナと回路を構成要素の段階から組み合わせ，混然一体化させることにより小型・軽量・多機能といった要求を満

足させる技術である．このアンテナ技術の特徴として，能動素子を含む回路とアンテナとが混然一体化している

ため，伝送損の軽減や小型化を容易に実現できる．また，能動素子がアンテナ各々に分散配置されているため，耐

故障機能が向上し，さらに，空間で電力が合成されるため電力合成に対する回路設計の柔軟性の向上等が望める．

アクティブ集積アンテナを用いた送信機は，波動ビーム型とアレイ型の二つに大別される．図１に示すように

波動ビーム型は固体能動素子を平面回路内に配置し，それをビーム形成のための空洞共振器に挿入することによ

って同期をとるものである．各素子間の同期が回路面に対し垂直になるため，回路面の発振器が高密度に配置で

き，マイクロ波能動素子による大出力電力が可能となる．一方，図２に示したアレイ型は固体能動回路を基板面

内で電気的に周期配列させて同期を取る方式である．この場合，波動ビーム型のような高密度実装は望めないが，

共振器が不要となり，各能動素子からの出力電力の合成はアレイアンテナの理論に従うという特徴がある．さら

にアクティブ集積アンテナの特徴としてあげられるのが，空間電力合成である．この空間電力合成とは，個々の

能動回路付きのアンテナから放射された高周波電力が，伝搬媒質を含む受信点までの全空間を電力合成のための

領域と考える電力合成法である．この方法の最大の特徴は，受信電力を増すためには，個々の能動回路付きアン

テナの数を増せばよく，半導体デバイス程度の出力をもつ能動回路を用いれば，等価的に受信電力が大電力を発

生できる電子管の送信能力と同じにできる．したがって，SPS２０００のような電力送電に対しても，全固体素子化

が可能となり，小型・軽量・多機能化が実現可能となる．

平面積層型レーダのコンセプト

スペーステナをアクティブ集積アンテナで構成する場合，アンテナや能動回路を同一平面上に配置すると，そ

の面積は必然的に大きくなる．しかし，能動回路とアンテナとを電磁界的に結合する方式をアクティブ集積アン

テナに取り入れると，発振，増幅，変調，放射の各機能をそれぞれ別の基板上に形成して，それらを重ね合せて

積層化することで，平面積層型レーダを構成することが可能となる．これらの概念を図３に示す．この場合，レ

ーダに必要な機能は，各層で実現でき，いわゆる機能層と電磁結合層との組み合わせでレーダ機能を容易に拡張

できる特徴をもつ．この構造を利用すれば，太陽発電衛星の追尾と電力放射に用いられるレトロディレクティブ

のような機能を容易に追加することができる．しかし，電磁結合を用いた積層構造では，各層間のアイソレーシ

ョンや平行平板モード，表面波による漏れに対する対策が課題となる．

スペーステナ用アクティブ集積アレイアンテナ

太陽発電衛星SPS２０００を実現するための要素技術として，アクティブ集積アンテナ技術を用いることを提案し

たが，SPS２０００のスペーステナは，大規模アンテナシステムであるため，平面型のアンテナを膨大な素子数をも

図1 波動ビーム型アクティブ集積アンテナ 図2 平面アレイ型アクティブ集積アンテナ
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つアレイアンテナとして構築する必要がある．「SPS２０００概念計画書」によれば，SPS２０００の大型送電アンテナ

は折畳み式のパネルで展開されることが提案されている［１］．この基本概念に基づいて，われわれはアクティブ

集積アンテナで構成した２×２アレイアンテナをひとつのパネル上に構成し，アレイアンテナのユニットとして

用いて大規模アレイアンテナを実現する方法を提案した．

この２×２アレイで構成されたパネル，ユニットパッチプレートをスペーステナにおいて展開するために，ス

ペーステナアレイのアンテナモジュールフレームに金属のガイドレールを配置する方式を提案した．ガイドレー

ルを用いたシステム展開概念図を図４に示す．この方式では，ユニットパッチプレートを容易に入れ込むことが

できる形状にすることにより，アクティブ集積アンプアンテナユニットパッチプレートの強度の向上および容易

な展開を実現できる．さらに，折畳み式のアレイモジュールが展開したときにユニットパッチプレートを電気的

接続することが必要となる．レール方向には，ユニットパッチプレートに設けられたコネクタにより，また，ガ

イドレールの隣接方向には，ガイドレール側面に設けられた接続窓を介したコネクタ接続により，二次元方向に

電気的接続を可能にする構成とする．

試作と実測

設計方針

前項に紹介した平面積層型アクティブ集積アンテナ技術を用いて，SPS２０００スペーステナに適用する送電用ア

クティブ集積アレイアンテナを試作した．アンプアンテナとした場合のユニットセルの構造を図５に示す．この

図3 平面型レーダのコンセプト

図4 システム展開概念図
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ユニットセルは，FET増幅器とパッチ共振器を含む最下層部の増幅層，２つのスロットを有する中間の結合層，

マイクロストリップパッチアンテナより構成される最上面の放射層の３層構造を有している．はじめに，外部か

ら増幅層に供給されたマイクロ波種信号はパッチ共振器の幅方向を通過してフィルタリングされる．その出力は

FET増幅器でアンプされ，再び長さ方向中央より共振器に供給される．増幅された電力のみが結合層のスロット

を通り，放射層に配置されたパッチアンテナを励振し，最終的に空間に放射される．中間の結合層のスロットは，

増幅層からの電力を効率よくパッチアンテナと結合させるため，開口孔を2つとした．

ユニットセルは，２.４５GHzで設計した．増幅層の伝送線路は一部が積層構造のためストリップ線路構造であ

り，その他の部分はマイクロストリップ線路構造である．このため，増幅層は両者の混合になっているが特性イ

ンピーダンスは５０Ω一定とした．増幅器の設計には回路シミュレータ（HP-EEsof: MDS）を用い，アンテナの設

計には電磁界シミュレータ（HP-EEsof: Momentum）を用いた．

上記ユニットセルを元にし，２×２アレイで構成したユニットパッチプレートの増幅層の構造図を図６に示す．

ユニットセルはH面及びE面に周期配列した構造としてある．H面配列に関して，パッチ共振器#１とパッチ共振器

#２が同振幅で動作するように，方向性結合器は結合度を補う増幅率をもつアンプとペアで配置され，かつ，同位

相で動作するようにアンテナ間のマイクロストリップ線路の電気長が決定された．同じくE面に関しても，パッチ

共振器#１の入力信号の一部を方向性結合器で取り出し，この結合度を補う増幅率を持つアンプがパッチ共振器#3

の入力側に配置され，かつ，同位相で動作するようにマイクロストリップの電気長が決定された．このようにア

ンプと方向性結合器のペアを用いることにより，ユニットセルの入力と出力は常に一定に保たれ，H面方向および，

E面方向に対して周期的に配列することが可能となる．作製上の都合により，今回は最適設計されていないが，ア

ンテナの素子間隔はH面方向に０.６５λ0，E面方向に０.９０λ0とした

測定

以上の設計概念をもとに，まず，アクティブ集積アンテナのユニットセルを試作した．試作品には比誘電率εr＝

３.２５，基板厚０.７５１mm，圧延銅箔０.０１８mmの誘電体基板（AERLON社:25NG0310CSSA）とFET増幅器には

パッケージタイプのMESFET（三菱電機:MGF1801B）を使用した．測定アンテナ－受信ホーンアンテナ（９.９

dBi）間の距離を１.７mとした．２.４５GHzの外部信号を２.５dBmで供給したときの最大受信電力は－２０.８３

dBmであった．この時の増幅器はVgs=－１.０v，Vds=２.５v，Ids=８０dBmで動作した．この時のアンテナパター

ン計測により，計算値と理論値はほぼ一致する傾向を示していることがわかり，設計方針が正しいことが証明さ

れた．

ユニットセルの試作･測定結果をもとにして，次にユニットセルを２×２に配置したパネル，ユニットパッチプ

レートを試作した． 測定したアンテナパターンを図７（E面），図８（H面）に示す．この時の最大受信電力は－

９.３０dBmであった．測定値と計算値のピーク方向およびヌル点の位置はよく一致しており，各々のアンテナは

おおよそ同振幅・同位相で動作していることが確認できる．また，図７のE面のエンドファイアー方向の理論値と

実測値の不一致は，有限基板によるエッジからの不要放射の影響と考えられる．

図5 ユニットセルの基本構造 図6 ユニットセル二次元アレイ構成図
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次に，図６に示す二次元配列の概念をもとに，ユニットパッチプレートを２×２に配列した（１６素子）アクテ

ィブ集積アンプアレイアンテナを試作した．このパッチプレート型アクティブ集積アンプアレイアンテナを図９

に示す．金属フレームに格納した２×２ユニットパッチプレートアレイの全体の大きさは，４７cm×４４cm，重

量は１.３５kgであった．測定されたアンテナパターンを図１０に示す．素子間の振幅差および，有限基板による不

要放射の影響よりサイドローブが増加しているが，ヌルポイントとメインローブにおいて実測値は計算値とほぼ

一致する傾向を示している．これにより，ユニットパッチプレートを二次元配列の構造において展開し，各素子

が同振幅・同位相で動作する原理を確認した．

図7 ユニットパッチプレートアンテナパターン（Ｅ面）

図8 ユニットパッチプレートアンテナパターン（Ｈ面）

図9 二次元配列させたユニットパッチプレートアレイ

図10 ２×２ユニットパッチプレートアレイ

アンテナパターン（Ｈ面）
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組み合わせ実験

太陽電池との整合性を確認するため，試作したユニットパッチプレートと，衛星システム構築・太陽電池に関

するタスクチームの試作した太陽電池部を接続し，組み合わせ実験を宇宙科学研究所で行った．はじめに，無響

暗室にてその放射パターンの測定（ただし，太陽電池との組み合わせはしていない）を行なった．図１１に無響暗

室で測定した放射パターンを示す．太陽電池との整合実験における測定は，ユニットパッチプレートと受信用ホ

ーンアンテナとの距離が０.７５m，外部入力RF信号を０dBm，最大出力２２.２Wの太陽電池パネル（PSF 50H-

361F : 京セラ）２枚という条件のもとで太陽電池パネルからの出力をレギュレータをとおして行なった．ただし，

太陽電池部は，ハロゲンランプ光を太陽電池に照射して動作させた．

この場合，ピーク受信電力は最大－１３.５Bm（EIRP : １４.３dBm）を示した．ユニットパッチプレートの重量

が約２２０gであるから，１g当たりのEIRPは０.１２２mWである．これはスペーステナに要求される性能に比べかな

り劣っている．この問題への対策は次項で述べる．また，図１１の無響暗室での放射パターンについては，サイド

ローブがかなり大きくなっていることが確認できる．これは，基板エッジからの不要放射及び各ユニットセルか

らの放射電力強度のアンバランスが原因と考えられる．

改善策

各種積層型アクティブ集積アンプアンテナの試作・測定結果において，サイドローブの増加，直交偏波の増加，

アンテナパターンの乱れが観測された．これらの原因として有限基板のからの不要放射，素子間の振幅差，位相

差等が考えられるが，不要放射の対策としては，積層基板内の共振の回避がある．このため有限基板の大きさは

半波長の整数倍を避けるといった工夫がなされた．また，表面波や平行平板モードの抑圧のためフォトニックバ

ンドギャップ（Photonic Band-Gap:PBG）の回路・アンテナ基板への適用が考えられる．誘電体基板を肉抜きした

PBGの構造を図12に示す．PBGとは，ある特定範囲の周波数の電磁波があらゆる方向に対して伝播が禁止される

状態である．これを利用すれば，伝送損失の極めて少ない線路や高放射効率の平面アンテナなどが実現できる．

図１３に銅はく部分をエッチングによって取り除く方法によるPBG構造を用いて試作した伝送線路の例を示す

［５］．解析プログラムに基づいて設計されたPBG構造は，誘電体回路基板の銅はく部分をエッチングで取り除く

方法によって実現された．また，各素子間の振幅差の改善法としては能動素子のバイアス条件が影響しているこ

とから，電圧調整用のトリマを加えることで振幅のバラツキを補正した．位相差補正の対策としては，増幅層の

伝送線路にチューニング用のダブルスタブを挿入し，アンテナビームパターンを改善することができた．

高出力及び高利得増幅器を実現するための方法として，FET増幅器を多段に接続することが挙げられる［６］．

多段搭載したFET増幅器の設計方針として，入出力の帯域を広帯域にする必要がある．これはバイアス条件の変

図11 無響暗室で測定したユニットパッチプレートの放射パターン（E面）
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動により入出力の特性が変化するので，お互いの増幅器が整合のバランスを崩し発振を起こす可能性がある．し

たがって，これらバイアスの変動による整合条件の変化を許容する帯域が必要となる．FET増幅器の広帯域化の

方法としてとしては負帰還型，抵抗整合型，分布整合型等がある．ここでは，製作の省スペース化，整合性の良

さから抵抗整合型で設計を行った．抵抗整合型増幅器はFETのゲート・ソース間および，ドレイン・ソース間に

抵抗を装荷し，増幅器の反射特性の改善，利得の平坦化を図る増幅器である．さらに，増幅器を二段搭載すると

帯域外での利得が高くなり，不安定になる可能性があるため，特に低周波での発振を抑える構造とした．試作品

には初段のFET として低雑音FET（三菱電機：MGF4314E），終段のFETとして高出力FET（富士通：FLL107ME）

を用いた．

今後の研究

今回の試作で，積層型アクティブ集積アンプアンテナの基本コンセプトに基づいたデータが得られた．今後，

研究の展開としては，送電用アンテナのさらなる軽量・多機能化，高出力化，アンテナの大口径化，システム展

開等を実現させてゆく予定である．それらの具体例を以下に示す．

軽量化については，回路・アンテナ基板の材料や加工法の再検討があげられる．グラファイト系のような超軽

量基板の使用や，アンテナ基板に三次元PBG構造（図１４）を用いる方法もある．また，多機能化に関しては，パ

イロット信号の到来方向にビームを送り返すレトロディレクティブを用いて，ビームの空間安定化や追尾を行う

ことや，送電用アンテナと電源でもある太陽電池パネルとを一体化させ，小型モジュール化することなどが挙げ

られる．これらの要求にも，今回提案した積層型アクティブ集積アレイアンテナを用いれば，容易に機能の追加

が可能である．また，パイロット信号にレーザ信号を用いることも考えられる．

電力送電においてアンテナ一素子当たりの高出力化が要求されているが，アクティブ集積アンプアンテナにお

いては高出力化のために高出力FETの搭載や高効率なF級増幅器を用いることが有効である．また，アクティブ集

図12 二次元PBG構造図（穴状）

図13 PBG構造を用いた基板
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積アンテナ技術の利点を活かせば，電子管タイプ（例えばマグネトロン）の送信機との融合も可能なため，これ

らの電子管とアクティブ集積アンテナ技術の組み合わせによる高出力化が期待できる．動作周波数においては５.

８GHz帯を用いることで，更なるアンテナの小型化が期待できる．

さらに，大口径アンテナへ発展させるためにユニットパッチプレートを自動組立が容易な折たたみ式の構造と

し，電気的特性・機械的強度を満足することを考えている．今後，これらの展開を視野にいれた小型SPSモデルと

アクティブ集積アンプアンテナの整合実験を進める予定である．また，このスペーステナにレーダ・通信といっ

た機能をもたせられないかといった検討も進めていきたい．

まとめ

SPS２０００スペーステナ用アクティブ集積アンプアレイアンテナの基本コンセプト，ユニットパッチプレートと

そのアレイ等の試作および知見について述べ，今後の展開について検討した．積層型アクティブ集積アンプアン

テナにおいて１素子当たり１W出力で５０gを実現した（５０gpw）．また，高出力化のために二段増幅器を搭載し，

ユニットセルにおいて数Wを出力できる構成を示した．今後，システム展開に向けて太陽電池との整合性，高効

率化，多機能化を検討していく予定である．
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図14 三次元PBG構造
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Abstract : The main structure of the SPS 2000 satellite is a framework supporting the solar cell

panels and microwave power-transmitting‘spacetenna’.  In order to simplify the attitude-control

system, and in particular to avoid the need for a reaction-control-system, the geometry of the

satellite at each phase of construction is designed to have gravity-gradient stability.  The general

shape of the satellite is a right triangular prism, of which the axis is fixed in the north-south

direction as it orbits the Earth.  A general view of the system is shown in Figure 1.  The solar cell

panels are attached to the two upper sides of the prism, and the spacetenna, which faces the Earth

continuously, is attached on the remaining horizontal side.  The main structure consists of truss-

beams, which are called Double-Bay-Single-Laced-Beams, and it is to be assembled without human

intervention, using robots.  Figure 2 is a Kr-Ky diagram used for selecting the final configuration of

the satellite, which shows the effect of changing the parameter , the length of the triangular side

of the prism, while keeping the power output constant.  The stable region is indicated by shading.

Since the SPS 2000 satellite is a low-density, large-scale structure, the materials required for its

construction cannot be delivered to orbit in a single launch.  For this reason modularization was

proposed, and the approach of packing the structure into modules, each of which is to be a single

payload has been studied.  The conceptual design has focused on the issues of how to perform

assembly in space without scaffolding, as the Space Shuttle, and how to preserve attitude stability

during all phases of assembly; the construction procedure of the main structure was mainly

designed to achieve this.  Figure 3 shows the working-platform deployed in orbit, and Figure 4

shows the deployment of the first module delivered by the first launch.  The stability of the
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partially-assembled SPS 2000 has been studied for every configuration as each successive module

is added, and a construction sequence which completes the satellite using 16 launches in total was

proposed.  

This research was completed by Dr Shuichiro Fukuzawa, presently of Hokkaido Electric Power

Company, as a doctoral dissertation“Construction methodology for a large space structure in a

gravity-gradient torque environment, with application to the design and fabrication of a solar power

satellite in low Earth orbit.”Dr Fukuzawa discussed the automated construction method for a

large space structure from a different viewpoint from those of the USA and Soviet Union, which

assumed the use of manned space activities.  He developed a realistic construction procedure for

SPS 2000, and showed that its construction could be performed using existing technology.  Dr

Fukuzawa performed task analysis of the construction of the first module, and showed that on-orbit

construction of SPS2000 was feasible using a single assembly-robot, comprising two six-degree-of-

freedom robotic manipulators with vision sensors.  A conceptual view of this robot is shown in

Figure 5.

In parallel with the above investigation, experimental research aimed at identifying problems of

the automatic construction of such a large structure has been conducted at the Institute of Space

and Astronautical Science.  Maeno et al. reviewed all experimental studies performed to date

concerning robots capable of assembling the structure of SPS 2000; full details can be found in

their report.  Hirayama et al. estimated the energy which the assembly robot for SPS 2000 needs,

in order to develop both a prototype and a test method to perform functional verification

experiments on the ground; they successfully demonstrated a truss-beam builder which

compensates for gravity.  They also used a circuit composition method for the solar cell panels

which raised the electric power-use efficiency. 

In order to build SPS 2000, tasks such as deployment of solar-cell modules, assembly of the

electric power transmission antenna, and arrangement of power cables are also required, in

addition to work on the overall structure.  Furthermore, we also have to consider the extraction of

components from the docking equipment, transportation of components, and maintenance.  It must

be said that the study of automated assembly technology has fallen behind compared with work on

components such as the power generation sub-system, and power transmission sub-system.

Although the Fukuzawa dissertation shows that all work required to build SPS 2000 can be

performed by using the assembly-robot mentioned above, construction work may be simplified and

a reliable system may be able to be built at lower cost by integrating and amalgamating functional

elements peculiar to SPS 2000 in the main structure.  In addition to study of this simplified

automatic assembly method, it is also considered necessary to improve the interface of the

assembly robot with the satellite components.

概　　　　　要

主構造は太陽電池とスペーステナの形状を支える骨組みである．SPS２０００では姿勢制御系を

簡素化するために，特に反動制御系を必要としないように，組立の各フェーズにおける衛星形

状が重力傾斜力によって姿勢安定となるように設計された．衛星の外観形状は正三角柱で，そ

の柱の軸を南北方向に向けて軌道運動する．外観図を図１に示す．太陽電池は三角柱の２つの
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側面に配置され，また地球と対向するスペーステナは，残りの１面に配置された．主構造は

Double-Bay Single-Laced Beamと呼ばれるトラスビームで構成し，ロボットを使って無人で組み

立てられる．図２に発電量を一定として，三角柱の斜めのビーム長さ をパラメータとしてSPS

２０００衛星の完成形状を検討したときに用いたKr-Ky図（重力傾斜安定判別図）を示す．重力傾

斜安定な領域を斜線で示した．

SPSは低密度かつ大規模な構造物であるため，建設に必要な資材を１回の打上げで輸送する

ことはできない．このため，モジュール化の思想が提案され，１つのモジュールを１飛行のペ

イロードとしてパッケージする方法が検討された．概念設計では，「Space Shuttleなどの足場の

ない空間でどのように組み立てを行うか」，「組立中の姿勢安定をどのようにして確保するか」，

に焦点を当て，主として主構造の建造手順が検討された．軌道上での作業台の展開の様子を図

３に示す．初回の打上げによって運ばれたモジュールの展開案を図４に示す．部分的に組み立

てられたSPSの安定性は，追加モジュールの形状毎に検討され，合計１６回の打上げによって完

成させる建設シーケンスが提案された．これらの内容は，後に，現北海道電力勤務の福澤修一

朗氏によって学位論文「重力傾斜力が作用する宇宙構造物の建設工法論および発電衛星建設へ

の適用」としてまとめられた．福沢論文は，有人宇宙技術を確立したアメリカや旧ソビエトな

どとは異なる観点から，宇宙大型構造物の無人建設工法を論じたもので，それをSPS２０００の現

実的な建設手順に適用し，その建設が現状の技術レベルで十分実行可能であることを工学的に

示した点で大変に意義深いものである．福澤博士は，特にその論文の中で，初回モジュールの

主構造建設に関するタスク分析を行い，トラス組立ロボット（視覚センサ付き６自由度位置決

めアーム２本）１台で軌道上での建設が十分可能であることを示した．図５にロボットの概念

図を示す．

以上のような検討と平行して，大型構造物の自動組立に関する問題点を洗い出すことを目的

とした実験研究が，宇宙科学研究所を中心に行われてきた．本章では，その成果をまとめた２

編の報告を収録している．前野氏らは，SPS２０００の骨格及びその組立に必要なロボットに関し

て，今までに行われてきた全ての実験研究を精査し，着目点，実験結果，今後の課題等をまと

めて下さっている．本報告によりSPS２０００の構造，組立に関する研究経過の一部始終を知るこ

とができる．平山氏らによる研究は，SPS２０００の組立機械が必要とするエネルギーを見積もる

ことと，地上で機能検証実験がしやすい組立機械及び試験方法を開発することを目的として行

われた．その結果，機構の内部で重力を補償するトラスビームビルダーの有用性が示され，合

わせて電力利用効率を向上させる太陽電池の回路構成方法が示された．

SPSを建設するには，上述の骨格に係わる作業の他，太陽電池モジュールの展開，送電アン

テナの組立，配電線の配置など，様々な作業が必要となる．また，ドッキング装置からの資材

の取り出しや運搬，メンテナンス等も考慮しなくてはならない．いずれの作業も上述のトラス

組立ロボットで対応可能であることが福澤論文によって明らかにされているが，ロボットの走

行装置やクレーンなどの支援装置に関しては，まだ未検討な部分が残っている．総合的にみて，

発集電システムや電力伝送システム等の他のサブシステムに比べて，自動組立技術に関する検

討は遅れているといわざるを得ない．

これは，対象となるサブシステムとの関係が分からないとロボットや組立機械を具体的に設

計することができず，逆にロボットや組立機械からどの様なサービスが受けられるかが分から

ないと他のサブシステムの仕様も決まらないといった関係にあるからである．しかし一方で，

大面積太陽電池，大型送電アンテナ，大電力配電線などのSPS特有の機能要素を主構造と一体
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化，融合化することにより，建設作業が簡略化されてより低コストで信頼性の高いシステムを

構築できる可能性がある．今後は，このような観点から組立ロボットと各サブシステムのイン

タフェースを見直し，より簡便な建設方法を模索することが必要と思われる．

重要語：宇宙大型構造物，建設工法，自動組立，トラス組立ロボット，組立機械
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図1 SPS２０００衛星と主構造各部の名称

図2 SPS２０００衛星の重力傾斜安定特性　Kr-Ky図（ ＝形状パラメータ）
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図3 軌道上での作業治具展開の様子

図4 初回打上げモジュールの建設シーケンス例

図5 双腕マニピュレータによる主構造の自動組立
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SPS2000構造，組立と課題
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Methods and Subjects of Construction of SPS2000

By

Jun MAENO＊, Hiroshi HIRAYAMA＊＊ and Yoshihiro NARUO＊＊＊

＊石川島検査計測株式会社
＊＊九州大学
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Abstract : Since the SPS2000 satellite is a low-density, large-scale structure, the materials required

for its construction must be packed up as small as possible by launching with a rocket.  Therefore,

the tasks which open packages or assemble them in space are needed.  In order to build SPS2000,

tasks such as assembly of the structures, deployment of the solar-cell panels, assembly of the

electric power transmission antenna, and arrangement of power cables are also required.  The

experimental research concerning robots capable of assembling the structure of SPS2000 has been

performed at the Nagatomo laboratory of the Institute of Space and Astronomical Science.  This

paper describes the knowledge acquired by development of the truss-beam builder and the

experimental studies of beam assembly, and future subjects of construction of SPS2000.

概　　　　　要

SPSは低密度かつ大規模な構造物なので，出来る限り小さく梱包しないとロケットで打ち上げ

ることが出来ない．このため，宇宙空間で梱包物を展開したり，組み立てる作業が必要となる．

SPS２０００を建設するには，骨格の組立，太陽電池パネルの展開，送電アンテナの展開，配置，

配線などの作業が必要になるが，そのうち骨格の組立及び組立に必要なロボットについての研

究が，宇宙科学研究所長友研究室を中心として行われてきた．ここでは，歴代のトラスビーム

組立ロボットの製作と組立実験を通して得られた知見および今後の課題について報告する．

重要語：SPS建設，主構造，トラスビーム，自動組立，ロボット
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研究の目的

研究の目的は，SPSの建設（組立）を行うロボットとして最低限必要な機能を満たし，要求される建設コストで

実現できる建設システムとはどの様なものであるかを明らかにすることであった．そこでまず手始めに，以下に

述べる設計思想に基づいてトラスビームとロボットを設計，製作し，そのロボットがSPSの建設作業の一部を担う

ことが出来るかどうか検証してみることにした．

・ロボットは簡単なON-OFF制御をベースとして，高級な制御や機構は用いない

・動力源には太陽エネルギーを利用し，基本的に補給を必要としない

・トラスビームの基本形式はDouble-Bay Single-Laced-Beamsとするが，ロボットへの組立負荷が小さく，低コ

ストのデザインとする

ロボット実験

設計思想を検証するため，いくつかのロボットの製作と組立実験を行った．組立作業は，SPS建設の大部分を占

めるトラスの組立を対象とした．各ステップでの実験テーマを記す．パイプ部材からトラスビームを組み立てる

ことはロボットの負担が大きくなるため，トラスビーム１スパンごとのベースとなる三角フレームはあらかじめ

組み立てておくことを基本とした．

検証０：構造と組立の概念計画（１９９２年度）［２］，［４］

ロボットによる組立を考慮した差込ラッチ式の３角トラスビーム（Double-Bay Single-Racedトラスビー

ム）を試作し，主構造であるトラスビームの組立を中心に建設システムの概念設計を行った．

図１に試作した実物大トラスを示す．このトラスの組立に必要な機能を検討し，組立作業とロボットの移動が

成立する機構モデルの設計を行った．また，全体構造の姿勢安定などを考慮した主構造の建設シナリオと組立ロ

図1 試作トラス構造
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ボットの概念設計を行い，その成果は福澤によって博士論文［４］としてまとめられた（図２）．

以後，このフェーズで示された概念に基づく組立ロボットを実際に設計，製作し，検証する実験が始まった．

検証１：ロボットによるトラスビーム組立（１９９１年度）［１］，［４］，［１８］

図2 建設ロボットと建設手順

図3 中電ロボットトラス組立実験



中部電力の協力を得て配電作業用双腕ロボットを使って，組立式と展開式の２種類の３角トラスビーム

について組立性の評価実験を行い，ロボットによるトラス組立が可能であることを示した．また，組立ト

ラス実験の際，部材結合の最終段階で部材の位置・姿勢を合わせるのに，補助者が目視で確認して操作者

に指示を与える必要があったことから，実際のロボットでもカメラ画像による視覚情報が有効であること

が指摘された．

検証２：簡単な機械によるトラスビーム組立（１９９４～１９９５年度）［３］，［８］，［１０］，［１１］

制御を簡単にするため，円柱座標系を採用した５自由度の「パイプハンドラ」と，三角フレームパイプ

を保持する４自由度の「フレームホルダ」の２台からなる簡単なロボットを製作し，自由度の少ない簡単

な機械でもトラスの組立が行えることを示した．これら２台のマニュピレータ・ロボットはいずれもON－

OFF動作で動作する．また，確実な接点接続を行う事を目的として光源自動追尾実験なども実施した．（図４）

検証３：SPS建設を模した自動組立を行う（１９９６年度）［５］，［９］，［１２］，［１６］，［１７］

実際の建設環境を模擬するため，展開構造を持つトラスパーツ群をロボットに搭載し，リレーシーケン

スで実現可能な簡単な動作でトラスビームが組み立てられることを示した．この実験では重力による影響
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図4 パイプハンドラとフレームホルダ

図5 ビームビルダー 図6 トラス部品搭載作業
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をキャンセルするため，ロボットは中吊とし，組立てたトラスビームを上下方向へ進展させることによっ

て，装置内部で駆動系への重力の影響を打ち消すことができるようなビームビルダー形式のロボットとし

た．（図５）また，ロボットの組立負荷を最小限にするため，展開式の部品を組むことでトラスビームが組

立てられる新たなトラス(Ｉ式トラス)が提案された．実験では，上下へ±10ｍのトラスを組む設計であっ

たが，工作精度や剛性不足により数段の組立を行うに止まった．また，ロボット内部へトラス部品を搭載

する方式であったことからトラス部品の補充方法が課題とされた．（図６）

検証４：太陽エネルギーにより自動組立を行う（１９９８～１９９９年度）［６］

ロボットに搭載した太陽電池と簡単な制御系の組み合わせにより，休み休みながらトラスの組立て作業

図7 パイプ接続ロボット

図8 ロボット動作とエネルギー蓄積システム
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を行うロボットを試作した．（図７）

このロボットはパイプを接続するという単純な動作しかしないが，トラス部品の供給装置を備え，日の当たっ

ているときだけ動作する「休み休みオペレーション」によって組立作業の継続が可能なことを示した．なお，グ

リッパ部アクチュエータの駆動には真空中でも成立する閉鎖系の空気圧源を用いてエネルギー蓄積を行うことで

ピーク電力を押さえることを試み（図８），良好に動作することを確認した．また，わずかな電力で制御可能とす

るため，制御装置にはポケットコンピュータを用いた．

主構造と試作

組立ロボットの研究と平行し，SPS２０００の現実的な構造設計・建設方法を示すため，数々の形状模型や機能モ

デルの試作・検討を行った．

試作１：組立式トラスビームと展開式トラスビームの比較（１９９１年度）［１］

主構造のトラスビーム形式として，Double-Bay Single-Racedトラスビームが採用された．これを軌道上

で伸展するにあたって，組立構造と展開構造のどちらを採用するかを決定する必要があった．そこで１/３

スケール（スパン長１m）のトラスビームを，両形式で２スパン分製作し，収納効率と製造コストの比較

を行った．この試作トラスを使って，検証１のロボット実験にて組立性の評価を行った．

実験の結果，組立トラスビームは双腕協調作業で，展開トラスビームは双腕非協調作業でも伸展可能で

あることが確かめられた．一方，収納効率と製造コストでは組立トラスビームの方が有利であり，両者の

トレードオフの結果，三角フレーム部は結合済みで，長手方向部材と斜め方向部材を軌道上で結合する，

部分組立方式が適当と判断された（図９）．

試作２：１/５０スケールSPS２０００全体モデル（１９９２年度）［７］

１/３スケールトラスの試作で主構造トラスビームに関しては知見が得られたが，次に，SPS２０００の全

体像を明らかにし，全体の建設で生じる問題点を洗い出すために１/５０スケール（一辺約６m）のSPS２０

００全体モデルを製作した．これは主構造トラス，太陽電池膜，送電アンテナで構成され，トラスビームに

関しては，１スパン６０mmで，トラス部材の１本ずつまで厳密に再現された．本モデルの製作の成果とし

図9 部分組立式Double-Bay Single-Racedトラスビーム
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て，以下の事項が挙げられる．

まず，SPS２０００全体構造としての柔軟変形の様子が確認できた．とくに幅３m，長さ３３０mの太陽電池

膜にねじれが生じやすく，発電量の低下を招く恐れのあることも判明した．

主構造トラスビーム同士のラーメン結合部の形状が具体化された．この部分は非常に複雑なトラス構造

となったため，自動ロボットによる組立は困難で，ここだけは手動の遠隔マニピュレータによる組立か，

展開構造とすることが妥当であろうと予想された．

試作３：実サイズトラスビーム（１９９２年度）［１］

検証１のロボットによるトラスビーム組立実験の結果を受けて，実物と同じ１辺３mのDouble-Bay

Single-Racedトラスビームの開発を行った．ここでは，ロボット作業で組立しやすいことと，量産を想定し

て製造コストが抑えられることを考慮して設計を進めた

このトラスでは，三角フレームと，長手方向・斜め方向部材の接続のために，独創的なラッチ機構を考

案した．この機構を用いるとトラス部材のパイプを，ノード部品から突き出しているピンに差し込むだけ

でラッチされるので，組立ロボットに要求する作業能力を低く抑えることができた．またラッチ機構も簡

素な構造で，製造コストを抑えることができた．（図１０）

この設計によるトラスビームを８段分（全長２４m）製作し，振動試験に利用した．振動試験は，構造機

能試験棟でトラスビームを水平に吊し，ガスジェットスラスタで加振力を与えて横振動モードの観測を行

った．試験の結果，ビームとしての振動に加えて，トラス部材の局所的な振動も発生することが確認され

た．また，ラッチ機構のガタの効果により，理論値よりも振動減衰が大きいことも判明した．（図１）

なお，本トラスビームは柔軟性が大きく，自重で容易に変形・破壊に至るため，地上重力下での試験に

際して制限が生じた．横方向に伸展した状態では，各三角フレームを支持する必要があり，鉛直伸展では2

段が上限であった．

試作４：１/１５０スケール建設途中形状モデル（１９９３年度）

試作２：１/５０全体モデルで明らかになった建設手順の数々の問題点について，それぞれ具体策を考案

図10 ラッチ機構
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した．その妥当性を検証するために，１/１５０スケール（全長約２m）で建設途中モデルを製作した．それ

ぞれ，第１モジュール鉛直伸展後，第１モジュールの主構造三角フレーム展開後，主構造南北ビーム伸展

後・送電開始時，１６モジュールで完成後，の４段階のモデルである．個々のトラスビームは１/５０モデル

の物を流用したので，縮尺に２重性を生ずるが，建設手順の検証目的には支障が無い．

この建設途中モデルの製作を通して，建設手順に関して検討を要する点が洗い出された．とくに，モジ

ュール増結（南北伸展）の方法として，主構造三角フレームを結ぶ南北ビームの途中を分離して部品を挿

入してゆくか，あるいは南北ビームの両端に部品を追加して延長し，それに沿って主構造三角フレームを

南北へスライドさせてゆくかという選択がある．前者の場合，南北ビーム上の挿入箇所にはロボットによ

りアンラッチも可能な，特別な結合機構が必要となる．後者の場合，南北ビームは主構造三角フレームに

内接する型式が，スライド移動しやすくできるが，その場合，主構造三角フレームを構成するビームは三

角柱の凸面が外側に向き，ロボットがビーム間を乗り移る動作に必要とされる難度が上がる．

本モデルでは，主構造三角フレームは平面を外側に向けて製作した．モデルを用いて検討した結果，主

構造ビームは外側に平面を向けて，ロボットの移動が容易なようにし，モジュール増結は南北ビームの特

定箇所を分離して挿入する方式が実現性が高いとして選択した．

試作５：実物サイズトラスビーム（強化型）（１９９３年度）

重力傾斜により太陽電池膜に生じる張力を考慮すると．１９９２年に製作した実物トラスでは強度が不足

することが判明した．そこで，新たな加重条件として，南北主構造ビームの１００mの区間に分布加重され

る太陽電池の張力を，区間中央への５kgfの集中加重で代表させ，この条件下でもトラス部材が座屈を生じ

ないように，部材寸法を再設計した．その結果，部材寸法は表１のように変更になり，SPS２０００全体での

表1 トラス部材パイプの寸法

図11 トラスビーム同士のラーメン結合部
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トラスビーム質量は１１tonとなった．

この強化した設計に基づき，実物トラスを製作した．このトラスは強度が向上したことにより，小スパ

ンであれば地上重力下でも支持なしに試験が可能であった．そして，今回は試作３で振動試験に供したの

と同様の直線トラスビーム１０段分（全長３０m）に加え，主構造南北ビームと三角フレームのラーメン結

合部を表したトラス構造体（図１１）を製作した．この実物トラス製作の成果としては以下の事項が挙げら

れる．

まず，主構造ビーム同士のラーメン結合部の詳細設計が初めて明らかになったことである．特に，トラ

ス部材のパイプを結合するノード部品は，直線ビーム部ではすべて同一形状で済んでいたが，ラーメン結

合部では７種類の形状の異なるノード部品が必要であった．またトラス部材も，直線ビーム部と同じ部品

に加えて，長さ１.５m，３.３５m，５.４１mのパイプ材も必要になった．

このラーメン結合部トラス構造体の組立を手作業で行い，組立手順を検証した．その結果，組立の手順

が判明したが，その構造が複雑なこと，扱う部品の種類が多いこと，長い部材があること等が原因で，人

間にとっても作業の難度は高く，この部分の組立を自動ロボットで行うことは非常に困難であることが予

想された．したがって，この部分だけは手動操縦の遠隔操作マニピュレータ・ロボットで組み立てるか，

あるいは展開構造とするほうが有効であると判断した．

このトラス構造に対して，太陽電池シートとウィングサミングバス（集配電用フラットケーブル）を取

り付ける治具も，初めて試作した．ロボットによる取り付けのしやすさを考慮して設計されたが，実際に

取り付けてみた結果，太陽電池の張力で取り付け治具がトラス部材の軸周りに回転してしまうことが判明

し，改良が必要とされた．

さらに，この設計のトラス部材を用いて，建設ロボットのための画像計測実験を行った．トラス部材の

先端に設けたマーカーをビデオカメラで撮影し，リアルタイムでパソコンで処理して位置と姿勢を計測す

るシステムを開発した．実験の結果，トラス部材の差し込み作業に必要とされる，３mm以下の位置精度を

実現するには，カメラからの距離が５００mm以内で作業を行えばよいことがわかった．

試作６：Ｉ式オクタヘドラルトラスビーム（１９９６年度）［５］，［１３］，［１５］

ビームビルダ形式のロボットで建設しやすいビームとして，対称性の高いオクタヘドラルトラスビーム

を検討・試作した．各トラス部材の長さは１mで，SPS２０００のトラスとは型式が異なるが，およそ１/３

スケールに相当する．これを上下方向へ１０段ずつ，合計約１７m伸展することとした．地上重力下で１０段

分の自重による圧縮・引張に耐えるよう強度設計した．トラスは三角錐を積み重ねた形に収納され，部分

的にバネで自己展開する．（図１２）そしてビームビルダの簡単な上下運動と，水平回転によって伸展可能

である．収納厚みは２５mm/段，重量は１.５kg/段を実現した．また，大量生産に向くよう，プレス加工や

リベット止めを多用して，低コスト化に努めた．

得られた知見

（１）ロボット実験

ア．成果

・単純な制御で休み休み働くロボットでも，トラス組立が行えることを示した．

・差し込み式やラッチ機構による組立式トラスであれば簡単なロボットで組立可能なことを確認できた．

・一部組立済みのトラスや，展開式のトラス部材を用いることで，ロボットの負担を減らすことができた．

・ガタや工作精度により接続部の位置精度が悪くとも，接続点を自動追尾する簡単なフィードバック制御
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を行うことで自動組立てが実現可能であることを示した．

イ．実験によって分かったこと

・ロボットの移動は，トラスを掴んで伸縮する尺取虫型の移動機構を採用すれば，組立と移動を兼ねるこ

とができそうなことが分かった．

・２mを超えるような実スケールに近いロボットの製作では，ロボットの駆動系の工作精度やガタ，フレ

ームの剛性不足が組立作業特にトラスの接続を困難にすることが分かった．

・組上げたトラスが長くなって行くと，ロボットのガタや剛性と共に，トラスのガタの影響が出てくる．

実験では，組上げたトラスが長くなると傾いたり，ゆれが発生し，組立作業に支障が出ることがあった．

・トラスの接続部（差し込みラッチ機構）のガタは，建設規模（トラスビーム長さ）が大きくなるにつれ

深刻な影響をもたらすと考えられる（ドッキング時の非線形振動や，形状の安定性など）．また，無重力

状態における，ガタの残った大型構造物の挙動などについては未知の部分が大きい．

（１）主構造と試作

ア．成果

・ロボット組立が可能な簡単な接続機構を持つトラスを実現できた．

・トラスビームのコーナー接続部など，SPS全体構造を考慮した実サイズトラスビームの試作と，組立の問

題点抽出を行った．

イ．試作によって分かったこと

・全体モデルの試作を通じて，トラスビーム以外の構造物の組立上の問題点について，ある程度の知見を

得ることができた．

今後の課題

本研究では，主構造トラスビームの組立作業を中心に実験を行ってきた．今後，SPSのような大規模宇宙構造物

の建設，運用に必用なトータルシステムを実現するためには，以下に述べる課題が残されている．

図12 Ⅰ式オクタヘドラルトラスビーム
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（１）組立ロボットとトラス

ロボットの負担を減らすには，部分組立済みトラスや展開機能を持つトラスが望ましいが，コスト高になる可

能性がある．一方，最も低コストで製作できるパイプ部材組立式（差込式）トラスは，組立作業時のロボットへ

の負担が大きく，ある程度複雑な機構/制御が必要になる．SPSの規模に応じて，ロボットとトラスの複雑さのバ

ランスを考える必要があろう．

実験では１～１０段分のトラス部品をロボットに搭載するに止まっている．実際の建設作業では，５０００ｍ程度

のトラスを組む必要があることから，一度に５０～１００段分のトラス部品をロボットへ搭載して組立て作業を行う，

あるいはトラス部品をロボットへ補充するといった作業を実現する必要がある．

建設のためには，ビーム同士の組立てや展開あるいはトラスの継足しが必用になるが，どのような方法で実現

するのかについての具体的な検討及び検証は未着手である．

（２）トラス構造

トラスの接続部（接点）の設計が要であることが分かった．組立実験を通じて，ラッチ機構のガタが累積する

ことでトラスが傾くなどの現象が見られた．１００段以上のトラスでフレームを組むSPS２０００ではこれらのガタが

全体構造の剛性に与える特性が無視できない．このガタによる摩擦が振動に対するダンピングとして働く可能性

など，有利な点もあるが，許容できる公差やガタを含むトラスビームの挙動などまだ不明な点が多い．

（３）建設システム

一連のロボット実験の成果を踏まえ，システム全体の建設と保守を含むSPSの建設に必要なロボット群（トラス

組立，太陽電池モジュールの取付け，送電アンテナの組立て，部品配達，保守用クレーン，現場監督機能を持つ

ユニットなど）を設計し，トラス組立以外の作業についてもハードウェアを用いた実証実験段階に進む必要がある．

今までの検討によって，重力安定形状を保ちながら建設を進めるためには，建設速度の下限が存在し，一方で，

組立機械で利用可能な電力の制限から，建設速度の上限が存在することが分かった．建設速度によって追加モジ

ュールの打上間隔も決定されるため，これらを考慮した総合的な建設シナリオを再構築する必要がある．

（４）保守作業

SPS２０００の運用期間は３０年程度と想定されていることからミッション期間中に軌道上での保守作業が必要に

なると予想される．予想される主な作業は，故障箇所の修理・交換である．通常の故障に加えて，SPS２０００のよ

うに大面積かつ長期間のミッションでは，スペースデブリの衝突による損傷の可能性が高い．損傷の度合いによ

って，若干出力が低下するがそのまま運用可能な場合，修理が必要な場合，部分的に交換を要する場合，全機を

破棄せざるを得ない場合，に分かれる．このように，予想される不具合を洗い出し，その場合について，何を直

し，何を交換し，何を捨てるのか，そして保守ロボットにはいかなる作業能力が必要とされるのかを明確にする

必要がある．

（５）廃棄作業

一般の工業製品のライフタイムコストには廃棄コストが含まれる，地上の原子力発電所においても，老朽化し

た設備の廃棄方法が確立されておらず，大きな問題となっている．SPS２０００においても，ミッション後の廃棄方

法がまだ明確にされていない．候補としては，他の衛星と衝突しない軌道に移動するか，地球に落下させるかと

なろう．落下させる場合でも，少量ずつ分割して大気圏へ突入させるか，あるいは，全機一体のまま正確に制御

して洋上に落下させるかという選択がある．これら各廃棄方法の候補について，安全性とコストの観点から研究

し，設計にフィードバックすることによって「建設しやすく廃棄もしやすい宇宙構造物」を将来的には開発する

ことが求められよう．
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あとがき

本報告は１９９２年度から１９９９年度にかけて宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門に在籍した東京大学と都立

科学技術大学の学生が主体となって行った研究の成果をまとめたものである．

長友信人教授の指導の下で自動組立ロボットに関する研究で博士論文，修士論文あるいは卒業論文をまとめら

れたのは，福澤修一朗，石井忠司，稲垣直寛，後藤雅巳，木俣喜美子，斎藤文雄，長川智憲の各氏である．本報

告をまとめるに当たってそれぞれの論文を参考にさせていただいた．また本報告に出てくるロボットや自動組立

装置は，宇宙科学研究所の一般公開でデモンストレーションすることを第一の目標として試作されたものである．

一般公開の準備には宇宙エネルギー工学部門に属する学生が全員動員された．延べ人数でみると，本研究に関係

した学生は８年間で７５名に及ぶ．彼らの協力なくしてはこの研究は成り立たなかった．この場を借りて深く感謝

いたします．
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Development of a Truss Beam Builder 

and Study about Energy for Construction
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Abstract : SPS2000 task team are developing technologies for automatic construction of large space

structures on orbit, to prove a feasibility of the SPS2000. A truss beam builder was developed in this

study, whose functions can be verified easily in gravity condition on the ground. It became possible

by using this machine to estimate a value of energy required for construction of the truss beam in

weightlessness from results of ground experiments.

Then a power control system was developed, which improves efficiency of energy usage for a DC

motor from a solar array. This system adjusts numbers of series and parallel sells in the array to

match an operation point of the motor with a maximum output power point of the array. The

advantages of this system were predicted from numerical simulations of this system.

概　　　　　要

SPS２０００タスクチームでは，SPS２０００が建設可能であることを実証するために，大型宇宙

構造物の軌道上自動組立技術の開発を進めている．その研究のひとつとして，地上重力下でも

機能検証が容易なトラスビームビルダーを開発した．これを用いて，無重量状態でのトラスビ

ーム建設に要するエネルギーを地上実験から推算することが可能となった．

また，組立機械上の太陽電池で発電した電力を，DCモーターでの仕事に有効に変換するため

に，作業状態や日照条件が変化しても，太陽電池の接続を変化させて，より多くの仕事を行え

る電力制御システムを開発し，実証実験を行った．
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重要語：大型宇宙構造物，トラスビーム，自動組立，宇宙ロボット，太陽電池

序

背景

SPS２０００の実現のためには，大型宇宙構造物の軌道上建設が大きな技術課題である．とくにコストおよび安全

性を考慮すると，組立はロボットや自動機械を用いて無人で行うことになる．このためSPS２０００ワーキンググル

ープでは，SPS２０００が建設可能であることを実証するために，自動組立に適した建設方法を提案し，かつそれを

実験的に実証する試験を行ってきた．

１９９１年には主構造トラスビームの伸展方法として，組立式と展開式の２種類を製作し比較を行った．また，

既製の６自由度双腕手動操縦マニピュレータを用いた伸展実験を行い，両形式とも伸展可能であることを実証す

るとともに，組立機械に要求される機能の洗い出しを行った．

先の結果として，部分組立式のトラスビームを採用し，組立の際の位置決めには視覚情報が重要であることが

指摘された．そのため１９９３年に，ビデオカメラ画像を用いてトラス部材の位置・姿勢を計測する技術の開発が行

われた．

その後，自動組立へ向けた開発が本格化し，１９９４年には５自由度と４自由度の２台組のマニピュレータを製

作し，トラスビームの組立実験を行った．この頃より，組立機械の消費エネルギーという観点が重要視されるよ

うになった．これは，組立機械で利用できる電力は搭載太陽電池によって限られているため，作業速度の上限は

単位作業に要するエネルギーにほぼ反比例することが予想されるからである．したがって，このマニピュレータ

では，太陽電池による駆動実験を行い，建設に要するエネルギーが測定された．しかし，マニピュレータによる

組立では，無重量状態の模擬が難しく，宇宙での建設エネルギーを地上実験で測定する精度に疑問が残った．

宇宙機器全般に言えることだが，とくに大型宇宙構造物では，地上試験の際に無重力模擬を行う設備も大規模

になり，開発費に占める試験コストの比が高くなる傾向がある．SPS２０００ではコストを重視するため，試験コス

トを抑える方法を考えた．そこで，１９９６年に，地上重力下での機能検証がしやすいように工夫した，トラスビー

ムビルダーを開発した．この機械は，建設に要する機械的仕事に関して，重力に対する仕事を組立機械の内部で

キャンセルする機構をもつ．そのため，外部に重力補償設備を必要とせずに，無重量状態での建設エネルギーを，

地上実験で容易に測定することができる．この機械を用いて，トラスビーム組立実験を行い，その際の消費電力

を計測した．本論文では，このトラスビームビルダの開発と，消費電力について述べる．

目的

本研究では，SPS２０００の組立機械が必要とするエネルギーを見積もることと，地上で機能検証試験がしやすい

組立機械および試験方法を開発することを目的とした．続いて，太陽電池とDCモーターの特性を考慮して，限ら

れた太陽電池の発生エネルギーから，より多くの仕事をひきだすための，電力制御方法を考案し，試験で実証す

ることを目的とする．

機構の内力で重力を補償するトラスビームビルダの開発

機構の内力での重力補償の概念

上下対称な動作を単一のモーターで駆動する場合，上昇する質量へ与える仕事と，加工する質量から得る仕事

が，動力伝達機構の内力を通して相殺されるため，モーターの負荷トルクには重力に対する仕事が作用しない．

この原理を応用し，懸架機構などの外部設備なしに，消費エネルギーに関する無重量模擬が可能なトラスビーム

ビルダーを開発した．図１に機構の模式図を，図２に外観写真を示す．この機械は主に６本の送りネジからなり，
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３本は右ネジ，３本は左ネジで，１本のタイミングベルトを介して１個のモーターで駆動されるので，それぞれ

の組は逆方向へ等速で移動する．送りネジの先端には，トラス部品を把持するためのエンドエフェクタが固定さ

れている．上昇側が重力に対して行う仕事と，下降側が重力から得る仕事は，双方で運搬するトラスの重量が等

しい場合には，タイミングベルトの張力を介して釣り合い，モーターの電力消費には重力の効果が現れない．

この装置は１辺１mのオクタヘドラルトラスビームを，上下に最大１０段ずつ，合計約１７m伸展することが出

来る．敢えて重力に対する仕事が現れやすい鉛直方向へトラスを伸ばすのは，この方式による重力補償の効果を

確認しやすくするためと，トラスビームが外部からの支持なしに水平伸展された場合の曲げ荷重よりも，鉛直伸

展の場合の軸荷重に強いからである．

オクタヘドラルトラスビームの伸展

伸展実験に用いるトラスの形式として，対称性が高く，自動組み立て作業に適している，オクタヘドラルトラ

スビームを採用した．収納状態からの伸展手順を図３に示す．ビームは収納状態では分解され，正４面体を積み

重ねた状態に納められている．正４面体の３側面がバネで展開し，ビームの１段分である正８面体となる．この

正８面体が，送りネジによる上下動と収納部の水平回転運動によって連結されて，オクタヘドラルトラスビーム

として伸展される．

図1 トラスビームビルダの機構模式図

図2 トラスビームビルダ外観写真
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実験結果

トラスビームの伸展実験の結果，組立機械の構体およびトラス部材の剛性不足のため，トラス要素同士の接続

の際に位置精度が不十分で，完全自動化には至らなかった．しかしその部分だけ有人で補助すれば，伸展作業は

可能となり，消費エネルギーの測定も出来た．

測定の結果，重力に関する仕事は相殺されており，モーターの消費電力に作用しないことが確かめられた．よ

ってこの重力補償方法は，無重量状態での作業に要する消費エネルギーを地上実験で計測する場合に，簡易で有

効な方法であると言える．

本装置では，送りネジの減速比が大きく，摩擦係数も大きかったため，負荷重量を与えたときに，重力に対す

る仕事よりも摩擦力に対する仕事の方が約１０倍の値をもって増加した．摩擦成分は見積もることが出来るので，

それを差し引くと無重量状態での仕事を見積もることが可能であるが，精度の低いデータとなる．したがって今

後の課題として，良好な無重量模擬のためには，機構の運動に伴う摩擦力を小さくする必要があることが指摘さ

れた．

太陽電池の接続切換による電力利用効率の向上

太陽電池の接続切替による動作点マッチングの概念

通常の人工衛星での太陽電池アレーの構成は，バス電圧を上回るように直列セル数が，必要な電流を上回るよ

うに並列セル数が決定されている．そして負荷とのマッチングのため，余剰な電流と電圧は，レギュレータで熱

として消費され，これはエネルギー損失となる．また，ほとんど全ての衛星は，日陰での運用のために二次電池

を使用している．この充放電の効率に関しても，エネルギー損失が生ずる．

しかし組立機械の場合，DCモーターは安定なバス電圧を必要としない．また，二次電池がなくとも，日陰時は

作業を休止することになるが，日照時には充電に割く電力が要らない分，より多くの作業が可能で，一周期で達

成する仕事は，二次電池を用いるのと同程度になると予測される．したがって，太陽電池とDCモーターを直結駆

図3 トラスビームの伸展作業手順
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動する組立機械は，電圧･電流のレギュレーションや，充放電にかかわる電力損失を除去できる分だけ，より多くの

仕事を達成できる可能性がある．その上，二次電池がない分，軽量で，シンプル・高信頼そして低コストにできる．

DCモーターを太陽電池に直結駆動した場合の動作点は，両者のI-V特性の交点となる．その動作点と，太陽電池

特性の最大電力（Pmax）点との差は，利用されなかった電力となる．電力利用効率を向上させるには，動作点が

Pmax点に近くなるよう特性をマッチングさせる．しかしモーターの特性は，作業負荷によって変動し，太陽電池特

性も日照条件等によって変動するため，単に両者を直結するだけ

では，幅広い条件下に渡ってマッチングを保つことができない．

太陽電池アレーがサブアレーからなる場合，サブアレーの直

列・並列数を再構成することにより，アレー全体としてのI-V特

性を調整することができる．図４はこの概念を，２つのサブアレ

ーの場合で示したものである．負荷や太陽電池の発電状態に応じ

て，サブアレーの直・並列をより適した構成に切り替えることに

より，動作点はPmax曲線に近づく．切替を行うサブアレー数を増

やしてゆくと，合成されたI-V特性は，Pmaxの包絡線に漸近してゆ

き，幅広い条件下に渡ってマッチングを保つことができる．

同様の効果は，モーターの減速比を可変にすることによっても

得られるが，電気的な切替の方が故障も少なく，かつ軽量にでき

ると思われる．

実験モデル

直並列切替による効果の実証のために，４枚のアレーからなる実験装置を製作した．このアレーの３通りの接続パ

ターンを図５に示す．図６はこの装置のブロックダイアグラムである．太陽電池はハロゲンランプで照射され，スイ

ッチングユニットとPCを用いて，より多くの電力を供給するように直並列数が切り替えられる．PCは動作点の電

圧・電流とモーターの回転数を計測し，どの接続パターンが最適か判断する．太陽電池への入射光の放射照度と，モ

ーターの負荷の重さは手動で設定される．太陽電池の接続切替は，スイッチングトランジスタで行っているので，若

干の電圧降下が生じる．

図4 直並列切換によるマッチングの概念

図6 実験装置のブロック図図5 ４枚の太陽電池アレーの接続パターン



宇 宙 科 学 研 究 所 報 告80 特集　第４３号

結果

上述の実験装置は，自動切替機能が現在開発中のため，切替を手動で行い，定常状態について実験を行ってい

る．ここでは，この装置のパラメータに基づいた数値シミュレーション結果で，その効果を示す．

図７は，太陽電池への放射照度に対する，モーターの定常回転角速度を表している．十分な照度が得られると

きには，直列接続の方が多くの仕事をできるが，照度が少ない場合には並列の方が有利である．

図８は，この切替式の太陽電池での始動時の加速特性を，４枚直列接続で固定の太陽電池で駆動した場合と比

較したものである．始動直後には４枚並列状態で，大きなトルクで加速する．速度が上がるにつれ，トルクは不

要になり，より高速回転に適した，２直列２並列へ，さらに４直列へと切り替わる．この結果，直列固定の太陽

電池に比べて，応答特性が良く，かつ多くの仕事を行うことが出来る．

まとめ

トラスビームビルダーの開発と，その電力利用効率果然の方法について研究を行った．上下対称動作をするビ

ームビルダーによる実験では，重力に対する仕事を機構の内力で相殺する方法を検証した．その結果，無重量状

態での作業エネルギーを地上重力下で見積もる簡素な試験法として有効であることを示した．

電力利用効率向上の研究では，日照状態や負荷トルクに応じて，太陽電池アレーの直並列数を切り替えること

により，より多くの仕事を達成できることを示した．
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図7 放射照度と回転数の関係 図8 加速時の加速
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Abstract : With the end of the 20th century and new perspective of the 21st century on the major

issues facing our civilisation, the interconnected global problems of the environment, energy

supplies and population growth loom large.  The threat of global warming is starting to be tackled

through a series of international treaties including COP3 at Kyoto in 1998, and COP6 at Den Haag

in 2000.  However, although the main growth in demand for energy in future is predicted to arise in

the developing countries, their participation in this activity has been very limited.  Electricity supply

could be the key to a fundamental solution to these problems on a global scale, but how to supply

these countries with sufficient supplies in a clean from has not been discussed.  

The SPS 2000 project is intended to tackle this problem through collaboration between

economically advanced countries and developing countries around the equator.  As such it could

become the trigger to a fundamental solution to the problem of global warming - for which the

participation of the developing countries is essential.  To date some 11 equatorial countries have

shown strong interest in participating in SPS 2000 by providing sites for microwave power receiving

antennas, and through technical cooperation in their planning and operation.  Gabon in west Africa,

Tanzania in east Africa, Maldives in the Indian ocean, Indonesia and Malaysia in south east Asia,

Papua New Guinea in Oceania, the Pacific island nations of Kiribati and Nauru, and the south

American countries of Ecuador with its Galapagos island, Colombia with the Andes, and Brazil with

Amazonia are all waiting for Japan to commit to the project.  Consequently Japan now has the

opportunity to play a key role in solving this critical global problem, through forming an alliance

with these equatorial countries (Equatorial Alliance) to realise this path-breaking project.
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概　　　　　要

２０世紀の反省に立てば，２１世紀に対応が迫られている地球規模的な課題は，相互に連関性

がある環境，資源・エネルギー，そしてともかく人口問題であろう．近代化に伴う人口の急増

は，貧困，飢餓，そして紛争を生み出すに至ったが，これらを更なる近代化によって解決しよ

うとするのであれば，現下の地球環境問題の下，必要となるのは，クリーンな電力エネルギー

の確保である．２１世紀に向け，人口の急増に伴う世界の，とりわけ発展途上諸国の電力エネル

ギー消費の増大にどのように対応するかが，先進諸国に課せられた重大かつ喫緊な課題である．

SPS２０００は，この地球規模的な課題に対し先進諸国と赤道上の途上諸国とが共同して地球規模

的に対応しようとするものである．SPS２０００がトリガーを掛けんとする地球環境問題の本格的

な，原因療法的な解決には，途上諸国の参加が極めて重要である．これまでに赤道諸国で行わ

れてきたSPS２０００に係る現地調査では，アフリカはガボンにタンザニア，インド洋上のモルジ

ブ，東南アジアからマレーシアやインドネシア，オセアニアはパプア・ニューギニア，太平洋

上のナウルとキリバス，そして南アメリカからはガラパコス諸島のエクアドル，アンデス山脈

のコロンビア，アマゾン川流域を擁するブラジルが参加に積極的である．地球環境問題の解決

に向け，果たして日本が勧進元となり，SPS２０００運用の核となる赤道諸国連合の結成に至るの

かどうか…．

重要語：地球環境問題，社会の中の宇宙太陽発電，パイロット・プラント，

オペレーショナル・デモンストレーション，SPS２０００現地調査，赤道諸国連合

はじめに

クリーン・エネルギーの旗手として将来実現されるであろう商業的な太陽発電衛星（SPS）の地上受電施設の設

置が，環境及び社会に大きな影響を及ぼすことが予見されているところから，世界で最初のSPS実現を目指すSPS

２０００にあっても，受電施設の設置予定位置に関する環境・社会的な影響が明らかにされねばならない．即地的に

は現地調査により，調査対象地域の地理，人口，電力などのエネルギー供給，経済・社会システム，共同生活様

式などを明らかにし，地域配電システムをデザインすることにより，直径1Kmに及ぶ「レクテナ」と呼ばれるマ

イクロ波受電アンテナの設置に係る適地判断を行う．

そして本格的な宇宙太陽発電（SSP）の実現が経済開発として進められ，商業的に成立するものとして実現され

るべきであるとするなら，その先駆け（パイロット・プラント）であり，先進諸国や途上諸国の多くの人々にSSP

実現の理解と協力，そして積極的な支持・支援を，あるいはパブリック・アクセプタンスを超克したところに見

えてくるパブリック・サポートを求め，成立させるためのオペレーショナル・デモンストレータでもあるSPS２０

００も，これに対応するものでなければならない．SPS２０００もまた，その実現コストを最小限に収めなければな

らないことになる．

SPS２０００のレクテナは，赤道上の国々の一部に置かれることが前提となっている．各レクテナ間は原則として

経度方向に１,２００Km離される．レクテナを設置・運用する国がなければ，SPS２０００は成立しない．このプロジ

ェクトは国際的な性格を持たざるを得ないのである．望むらくは，先進国・日本がハイテクを駆使して衛星を製

造し運用するのに対して，赤道上の途上諸国がローテクに依拠してレクテナを製造し運用するという国際的な構

造を持つ．結果として，日本はエネルギーの輸出国になり，国際政治に大きな影響力を持つことになろう．
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立地の要締と赤道低軌道

事業が成功する，商業的に成立するか否かの最大の要因は，外部環境（立地）による規定性である．位置選

定＝適地判断の当否である．適地判断の要件は，目的に添うよう当該地の自然的及び社会的条件を効果的に総動

員できる位置にあるかどうかであるとは，空港建設に関連して，すでに論述したところである．農業で言えば，

適地適作である．通商が成立するのは，立地条件の差による価格格差があるからこそである．新規に事業を開始

するに当たり，最適地に最適規模のものを最適時に構築し運用しなければならないのは，事業立地の要締である．

適地判断，適規模判断，そして適時判断が事業成功の鍵を握ると言われる由縁である．

それでは現下の地球規模的な課題に対応すべく宇宙太陽発電の実現に向けたパイロット・プラントに係る適地

判断，適規模判断，及び適時判断を満たすものはどうあるべきであったのであろうか．これに応えるべく世界に

向け提示されたのが，実証実験プロジェクトSPS２０００なのである．SPS２０００は，地球規模的な課題に対し地球

規模的に対応しようとし，もって公共の利益の増進に寄与せんとするものである．

適地判断として，SPS２０００では，高度１,１００kmの赤道上を周回する低軌道が選定されている．適規模判断と

して，１０Mwの出力規模が選定された．適時判断として，２０００年がタイミングの目途として選定された．SPS２

０００の赤道低軌道は，事業立地の要諦に対応するものなのである．地球規模的な課題に対し地球規模的な対応の

当否を決定するのは，経済開発として実現が図られている以上，要するに経費である．

先端技術が先端技術として評価されるのは，その持つ技術的な効用は当然としても，それがもたらす経済的な

効果ゆえである．宇宙太陽発電も現在利用されている他の電力源と同様に社会的なエネルギー源として実用に供

されるものである以上，発電事業に公益性があるとしても，商業的に成立する経済性を持つ技術でなければなら

ない．SPSの試行的なモデルでさえ，最も効率のよいところに立地すべきなのである．

SPS２０００の軌道は低軌道なので，地上から見てSPSが地球を周回することになる．周回するのであれば，SPS

の送電アンテナ（スペーステナ）から地上のレクテナへのマイクロ波の送電は間欠的となる．スペーステナの瞬

間出力10Mwの電力であっても，これが地上の蓄電施設で平均化されると，およそ２００～３００Kwになる．赤道諸

国のレクテナ等の受電施設近傍の，例えば１村１００戸の家に平均２～３Kwの電力を供給することが可能となる．

１９２５年（大正１５年）に越後湯沢に最初に電灯が点った時は，全村の１割に当たる４０戸に対し３０Kwが供給さ

れたという．村全体に供給するとすれば，３００Kwとなる．出力規模の10Mwに係る適規模判断については，途上

諸国の無電力村に供給する電力としては，地上の消費者側から見ても相当の規模というべきであろう．

軌道の選定が赤道上の低軌道となったことから，赤道諸国におけるレクテナ設置に係る適地判断も必要になっ

た．技術的な適地性もさることながら，適正規模の消費地の存在を前提に，パブリック・サポートが成立する適

地を選定し，電力消費者のニーズにも対応しなければならない．そこで，赤道諸国において現地調査が行われる

ことになったのである．

SPS２０００が供給する電力は，未だに電力エネルギーの恩恵に浴くしていない赤道直下のレクテナ周辺地域の日

常生活に直接入り込むことになる．逆にSPS２０００がサービスする電力システムは，電力消費者の日常生活にも規

定されるということなのである．SPS２０００にとっても，適正規模の消費者の存在が前提となってくる．パイロッ

ト・プラントであるSPS２０００に係るレクテナについて，どこに設置するかという適地判断の重要性もお分かりい

ただけよう．

パブリック・サポートとオペレーショナル・デモンストレーション

これからの新しい大規模技術開発は，状況に強いられるまでもなく，専門家や非専門家を問わず，多くの人々

の支持・支援を得て進められねばならない．これこそが本来の技術開発の道である．地域にサービスを提供する
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電力システムであれば，地域を構成する人々の積極的な支持（パブリック・サポート）がなければ，成立しない．

単に利益を与えるというだけで，その価値が理解され，支持が得られるものでなければ，場合によっては，無防

備のレクテナが盗難や悪戯，あるいは破壊工作の対象になることもあろう．例えば地域住民が自ら自警団を組織

して，草の根民主主義的に「自らの利益は自らの手で守る」というほどに支持が得られるものでなければならな

いということなのである．

それには小規模ではあれ，何はともかく人々の前で「やって見せる」必要があろう．実演にはデモンストレー

タが必要である．デモンストレータは同時に，実験的なパイロット・プラントでもあるだろう．デモンストレー

タが潜在的な需要を顕在化させ，新たな供給（技術の展開）を創出し，これがさらに新規の需要を生むといった

ように，経済開発を前提とした技術の発展はダイナミックである．この全面展開に至る最初に突破すべき一点が，

パブリック・サポートの獲得に向けたオペレーショナル・デモンストレータの構築である．すなわちSPS２０００の

実現である．

巨大技術が社会的な批判に晒されている中で敢て改めて地球を舞台にして，その実現をグローバル・ワイドに

目指そうというのが宇宙太陽発電である．社会的な効用の実現を期して行われる巨大技術が成功裡に展開するに

は，技術開発の過程，さらには運用の状況・結果が，社会的な期待に応え，あるいは社会的な批判に耐え得るも

のでなければならない．「社会の中の宇宙太陽発電」としての進展が期待される由縁である．

「社会の中の技術」開発であれば，社会的に要求される開発・運用に関する情報公開や説明責任も必要となる．

さらに言えば，巨大技術開発のあるべき姿（プロトタイプ）をバイプロダクトとして産出するような形で進めら

れることが時節柄望まれよう．そのためもあってSPS２０００では，パブリック・アクセプタンスを超えるパブリッ

ク・サポートというコンセプトが創出されている．

社会の中の宇宙太陽発電

本格的な宇宙太陽発電の実現は，質的のみならず量的にも本質的な解決に至る地球温暖化問題の原因療法（＝

エンジニアリング・ソリューション）である．グローバルワイドなエンジニアリング・ソリューションであれば，

巨大技術開発とならざるを得ない．

SPS２０００は，宇宙太陽発電モデルの地球規模的な実用化に向けて具体的に提案されている世界で最初の，かつ

今なお世界で唯一つの，言わば「世界公認」の実証実験プロジェクトである．宇宙太陽発電関連技術の効用や影

響について人々に示すオペレーショナル・デモンストレータでもある．これには「社会の中の技術」としてSPS２

０００実現へのエンジニアリングまでもが含まれている．

SPS２０００は，単なるテクノロジー・デモンストレーションではない．オペレーショナル・デモンストレーショ

ンに向けた小規模のインプリメンテイションなのである．実際に社会の中で小規模ながらも実用に供していこう

というのである．電力会社ではパイロット・プラントと言われるものである．

それなりに現実の社会の中でどのように使用されることになるのかということを具体的に示して，本格的な技

術開発を進めようとする側として，地域への電力供給を担う電力会社に納得のゆくようなデータを提出したいの

である．それには，社会経済的要件に係るコマーシャル・フィージビリティを満たし，パブリック・サポートが

得られるようなものでなければならない．そのためにもオペーレーショナル・デモンストレーションを通して実

証データとして提出したいのである．宇宙太陽発電に係る技術は，巨大技術開発に向け現在すでに，この段階に

ある．オペレーショナル・デモンストレーションにより全体的な運用状況が確認され，システム・デザインや個

別要素技術の課題も全体の中で明確にされよう．

文明の根幹は，言うまでもなくエネルギーである．我々がドップリ浸かっている近代科学技術文明においても

例外ではない．これまでもそうであったし，現在もそうだし，これからもそうであろう．高度情報化時代だ，高
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度技術社会だと言ったところで，それらもエネルギーなしには成立し得ない．国際政治も根っこのところでは常

にエネルギーを巡って展開している．宇宙太陽発電の実現は，このような国際政治の現実の中に割り込んでいく

ことになるのである．SPS２０００はその先駆けに過ぎない．

赤道諸国におけるSPSの強固な受益共同体をベースとして，赤道諸国連合が形成されよう．赤道諸国連合におけ

るレクテナ系に係る環境基準（技術基準）の作成，あるいは受電マイクロ波に関する技術基準の作成は，スペー

ステナの技術基準にも影響を及ぼす．これらの基準は，ジャパニーズ・スタンダードを基礎としつつも，デファ

クト・スタンダートとして確立され，グーローバル・スタンダードとなる．SPS２０００のレクテナは，例えば

NASAやESAが，あるいは他の民間企業が打ち上げたSPSからのマイクロ波を受電・購入する道を開いている．た

だ技術基準が適合し，受電可能なマイクロ波を送電しなければならない．

宇宙太陽発電の実用化は，地球規模的な展開を伴う以上，国際協力の下で実現されることになるだろう．その

先駆けであるSPS２０００もまた全状況が凝縮された形で現れる国際協力の下で推進されなければならない．宇宙電

力エネルギーについて，地上の受益者側は赤道諸国連合として国際協力関係にあるだろうし，宇宙で活動する供

給者側もSPSの開発・製造から打ち上げ・軌道上での組み立て，運用・管理に至るまで，国際協力は不可避であろ

う．このことは，エネルギーを巡る現下の国際政治の中で，どのような意味合いを持つことになるのであろうか．

SPS２０００レクテナ

赤道諸国は，全て途上国である．近代化から取り残された無電力村が散在している．設置されることになるで

あろうレクテナの形態も，国々により区々である．雪山あり，熱帯雨林あり，荒地あり，草地あり，ラグーンあ

り等々で，設置形態も多様なものとなろう．人口や面積で見ても，大きな国もあれば，小さな国もある．近代化

の進展度合いもまた区々である．レクテナの設置・運用は，オン・ジョブ・トレーニング（OJT）とならざるをえ

ない．現地での大学や研究機関，電力会社などの研究者や技術者の参加も重要になる．中央政府や地方政府の協

力なくしては成立しない．これまでの現地の反応は，極めて良好であり，参加に積極的である．途上諸国は，宇

宙太陽発電という新しい日の出を待っている．

レクテナなどの受電施設の候補地として，赤道上全部で１９ヵ所がリストアップされた．そのうち，これまでに

次の１１ヵ国でSPS２０００のタスクチームのメンバーにより現地調査が行われている．調査が行われた順に，タン

ザニア，パプア・ニューギニア，ブラジル，インドネシア，エクアドル，モルジブ，マレーシア，コロンビア，

キリバス，ナウル，そしてガボンである．

太陽発電衛星が宇宙発電所であり，いわばレクテナ系が地上発電所に相当する．自立した地元資本が経営する

地域の地上発電所が，火力発電所が石炭や，石油，天然ガスを購入して発電するように，宇宙発電所からマイク

ロ波を購入し，僅かではあるが，総出力３００kwの電力を地域の家々に配電する．関係機関がこれに協力し，直接

の受益者である周辺住民が，自らの利益は自ら守るという意気込みで，これをサポートする．SPS２０００の安全問

題に付言すれば，たかが本格的なSPSの先駆けにすぎず，数千万台を越えて広く世界で使用されているマイクロ波

オーブン相当の安全性は有している．

SPS２０００の経済モデルとしては，打ち上げコストが異常なので，この大半が公的資金の援助により補償するこ

ととし，減価償却の対象とはしない．地上受電施設（地上発電所）は，途上国向けのODA（政府開発援助：

Official Development Assistance）に基づき，BOT（Build-Operate-Transfer）方式により設置・管理される．レク

テナを電力源とした地上発電所は，SPSからマイクロ波で供給される電力を購入し，その電力を各消費者に販売し

て利益を出して建設費を減価償却する．

一旦，SPS２０００が作動状態に入れば，SPS２０００のレクテナ系は，規格さえ合えば，SPS２０００以外の別種の

SPSからマイクロ波を受け入れることも可能である．SPS２０００のレクテナ系は試作品ではなく，SPSレクテナの
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第１号商品だからである．

現地調査

調査の目的は，（１）訪問国の政府のエネルギー，科学技術，遠隔通信，国土計画，国際協力などに関する政策

決定に責任を負う関係部局（実務担当レベル）と継続的な関係を持つこと，（２）SPS２０００システムの研究開発

に関心を持つ研究者との専門的な関係を維持すること，（３）詳細なケース・スタディの対象となるレクテナの設

置予定位置を特定すること，そして（４）レクテナの運用開始にともなう当該地域社会や環境への影響に関する

調査・研究を開始することである．

訪問した国の全てで，政府関係者はSPS２０００プロジェクトに国家として参加することに熱心であった．それも

単にレクテナを設置して利用するというだけではなく，技術や環境，あるいは外交上の判断からでもあった．SPS

２０００からの宇宙電力を利用しようとする国々による赤道諸国連合の形成は，未来の発展に向け非常に望ましい方

向である．SPS２０００パイロット・プラントの地上部分を計画することに協力を申し出た研究者や政府機関に所属

する人々とは，継続的な接触が図られている．レクテナの出力は，レクテナ近傍の利用者のために地域の電力配

電系に接続されよう．

各１１ヵ国のSPS２０００レクテナ配備案は，現在，表１の通りである．

おわりに

地球環境問題の本格的な解決には，１９９７年末に開催された京都会議（COP3）を支配した対症療法もあろうが，

結局は原因療法としてのエネルギー問題となる．文明の基盤がエネルギーだからである．２０世紀は石油エネルギ

ーの争奪戦であり，２１世紀は宇宙エネルギーの争奪戦になることが予見される．宇宙太陽発電を宇宙開発のとし

表1 各１１カ国のSPS2000レクテナ配備案
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てしか捕らえられない日本では，他の宇宙開発と同様NASA待ちのところがあって，地球規模的な問題の解決に向

けた進取の気概に欠けている．例のリファレンス・システムの提案以来暫く眠っていたアメリカも，最近目を覚

ましたようである．目を覚まさせてしまったというべきかもしれない．しかし，これもかなり政治的な色合いが

濃厚である．

このことが，かえってSPS２０００実現の機運を高めてきているようでもある．実はアメリカもSPS２０００の話に

乗りたいという話もあるのである．宇宙ステーションが完成する２００５年以降，NASAには開発を進めるべき仕事

がなくなる．NASAが一丸となって要求している有人火星探査はアメリカ議会が受け入れる状況にはないからであ

る．ひょっとするとNASAは廃止され，前身のNACAのようなスタイルの組織になってしまうかもしれない．そこ

で出てきたのが，宇宙太陽発電なのである．SPS２０００に係る太陽発電衛星を所定の軌道まで運ぶ宇宙輸送は，軌

道上での組み立てを含め，NASAの有人チームに分担させてほしいというのである．外務省や通産省によれば，ア

メリカからの提案があれば，一も二もなくそれに乗るのが日本の体質だそうである．
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SPS2000アタッシュケースモデルによる国際的な啓蒙活動

グイ・ピニョレ＊

International Presentations 

of the SPS-2000 Attaché Case Functional Demonstrator

By

＊フランス国立宇宙研究センター

Abstract : The SPS 2000 functional portable demonstrator was developed in 1999 at the Space Power

Laboratory of ISAS to promote the SPS concept in general, and the SPS 2000 programme more

specifically. ISAS Research Note RN 697 [1] reported the development of the SPS 2000 Attaché Case

demonstration models, and the various presentations of Model#1 and Model#2, up to the beginning

of March 2000, when Japanese students Kimiko Kimata (ISAS) and Kazuhiro Shimizu (University of

Kobe) came to Paris and La Réunion. Six models of the SPS 2000 Attaché Case Model#2 have been

built and attributed to institutions and individuals active in the field of SSP promotion. After the IAF

Congress in Amsterdam, the Model#2 prototype was attributed to Dr. Bryan Erb, Chairman of the

Sunsat Council, for use principally in North America, and one model has been attributed to the

Industrial Engineering Laboratory of the University of La Réunion, where research work is conducted

for the Grand-Bassin operational WPT project. One model was attributed to the Young Astronaut Club

of Japan for use mainly in Japan, another model was attributed to Prof. Matsuoka, of the University of

Tokyo, for use mainly during official visits to the Equatorial countries. One model, operated by Dr.

Guy Pignolet from CNES Headquarters in Paris, France, has been attributed to the World Solar

Programme of UNESCO. One additional model remains available at ISAS in Sagamihara for general or

specific purpose presentations. While the primary objective for the SPS Attaché Case is dedicated

presentations to decision makers, the functional models may be of great help for more general

education purposes, especially in science museums in many countries of the World. Further

development of the SPS 2000 Attaché Case Model is planned by a student educational "Micro-
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Company" which is a special business company set up by students and teachers as an educational

practical tool. This "business" promises to be another exciting educational adventure that will call for

co-operation from all of those active in the field of Space Solar Power.

概　　　　　要

SPS2000アタッシュケースモデルとは太陽発電衛星SPS2000の電気機能を模擬する小型のモデ

ルである．これまで合計６台のモデルを製作し，太陽発電衛星の概念を世界の人々に広く知っ

てもらうために使用してきた．このモデルはフランスの学生教育団体マイクロカンパニーによ

り，学生の教育活動の一環としてより本格的な開発・製造が行われることになっている．

重要語：SPS2000，小型電気機能モデル，デモンストレーション，SPSの啓蒙

SPS２０００アタッシュケースデモンストレーションモデル

SPS２０００の小型電気機能モデル（アタッシュケースモデル）

は１９９９年に宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門で開発

され，太陽発電衛星の一般的な概念や太陽発電衛星モデル

SPS２０００の仕組みについて説明するためのデモンストレーシ

ョンモデルとして使用されてきた．これまでに２種類のモデ

ル（モデル#１, #２）を開発している．ISASリサーチノート

RN.６９７［１］では，木俣喜美子（宇宙研）と清水和洋（神

戸大）の２名の学生がパリとレユニオン島を訪問した２０００

年３月までのさまざまな啓蒙活動について紹介している．

これまでにアタッシュケースモデル#2は全部で６セット製

作し，太陽発電衛星の研究の推進を行っている団体や個人，

教育団体に寄付している．

モデル#２の第１号機は，アムステルダムでの国際宇宙連盟

の国際会議の後，米国各地でのデモンストレーションに使用

するため米国サンサットカウンシル議長のBryan Erb博士に提

供した．また一台は，レユニオン島グランバサンでのマイク

ロ波送電実験研究プロジェクトを推進しているレユニオン大

学の産業工学研究所に寄付した．

図１に示す１台は日本宇宙少年団に寄付した．また別の１

台は赤道諸国でのSPS２０００のレクテナ調査活動に使用するため，帝京平成大学の松岡教授に提供した．パリのフ

ランス国立宇宙研究センターで私が使用していたモデルはユネスコのワールド・ソーラー・プログラムに寄付し

た．最後の１台は現在宇宙研にあり，様々な目的で使用されている．

SPSの啓蒙ツールとしての利用経過

レユニオン島での一連の日仏共同キャンペーンにおけるプリゼンテーション（日本の大学院生木俣喜美子

（宇宙研）と清水和洋（神戸大）が参加）

図1 宇宙少年団用に開発したモデル
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２０００年の３月から１２月の間に，各種の国際的な会合でSPS２０００アタッシュケースモデルを用いたプリゼン

テーションが１０回以上開催され，将来のクリーンで再生可能なエネルギーシステムである太陽発電衛星の説明に

大いに役立った．

図2 毎年７万人以上の見学者が訪問するStella Matutina科学博物館はレユニオ

ン島での科学技術教育のセンターである．写真は同博物館でのアタッシュケース

モデルの紹介の様子．同センターは１９９５年に以前のバージョンのSPS２０００電

気機能モデルを６ヶ月にわたって展示した．２０００年３月１４日にアタッシュケ

ースモデルの紹介が行われた時，所長のJean-Max Hoarauは，博物館もSPS２０

００アタッシュケースモデルを持ちたい旨述べるとともに，グランバサンでの送

電実験プロジェクトを支援することを約束した．

図3 ２０００年３月１５日，大学レベルの電子工業教育を行っている技術学校

Lycée de Trois Bassinsにおいてアタッシュケースモデルの説明が行われた時の

様子．研究所長のJean-Marie Vacheron教授は，グランバサンの無線送電機器の

開発に協力するとともに，第４節で述べるように本モデルの製作を行う教育団体

を組織する可能性を述べた．

図4 ２０００年３月１６日，セラミック製の観光みやげ製造所であるAtelier des

Margouillatsを訪問した時の様子．Josiane Even所長と，携帯電話からの電波で

動作するレクテナの設計と製作について相談を行った．これは無線送電と太陽発

電衛星のしくみを理解するための小道具として使用できる．設計及び試作費につ

いてはFINDS Foundation Bootstrap Award［２］から支援を受ける．

図5 ２０００年３月１７日のレユニオン大学副学長による昼食会の様子．技術研究

所長Patrick Hervé博士と産業開発研究所長Jean Terazzi博士が参加．アタッシ

ュケースモデルの説明後，無線送電と太陽発電衛星の概念について活発な議論が

行われた．

図6 ２０００年３月１７日夕刻，教育関係者に対するアタッシュケースモデルの説

明がJean-Luc Morisse主催のパーティの席上行われた．またロゴス社の技術部

長へも同モデルの紹介が行われた．ロゴス社がモデルの製造を直接担当すること

にはならなかったが，大学とその地域の学校との協力で組織される教育団体

Micro-Companyがモデルの製造を担当することになった．
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２０００年３月２７日のESA本部におけるプリゼンテーション

２０００年３月２８日のユネスコ本部におけるワールドソーラープログラムの会合

２０００年３月２８日のパリのWHO（世界保健機構）のメンバーとの会合

フランスの Angersの電気技術学校（ESEO:the Engineering School for Electronics）における説明

図7 欧州宇宙機関（ESA）本部の宇宙太陽会議において，ESAの将来計画研究

部のFranco Ungaro博士と国際部のFrederic Nordlund博士にアタッシュケース

モデルを用いた説明を行った．会議にはspace consultantのMarcel Toussaint博

士，サンサットカウンシルのメンバーのBryan Erb博士，神戸大学の賀谷信幸教

授，NASA本部のJohn Mankins博士も参加した．ESAは太陽発電衛星計画に関し

てはこれまで活発な活動は行っていないが，この会議を通じESAも次第に太陽発

電衛星について興味を持ちつつあることがわかった．

図8 サンサットカウンシルメンバーが，パリのユネスコ本部Boris Berkovski博

士の部屋でワールドソーラープログラム副専門官Saleye Yahaya博士と会合した

時の様子．ワールドソーラー委員会はクリーンで再生可能なエネルギーシステム

である太陽発電衛星の概念に強い興味を示した．説明に使用されたアタッシュケ

ースモデルは教育用としてユネスコに寄贈された．

図9 ユネスコとの会合後，サンサットカウンシルのErb博士，賀谷教授，

Mankins博士，及び私は，Global Integrated Environment HealthのMichael

Repacholi博士と会見した．同博士はアタッシュケースモデルによる説明に感謝

するとともに，マイクロ波に対する注意は必要だが，マイクロ波に対する恐怖は

その理解不足から来ているとの見解を示した．また，マイクロ波のリスクについ

ての技術的な文書を今後発行したいと述べた．

図10 Eseo［３］で開催された太陽発電衛星に関する会議の様子．工学部の大

学院生に対し将来のエネルギーオプションである太陽発電衛星の説明を行った．

アタッシュケースモデルは太陽発電衛星システムの一連の技術の説明に用いられ

た．Eseoの高周波研究部長であるMohamed Latrach博士は，グランバサンの実

験で使用されるレクテナアレイの電子回路の開発に協力することを約束した．
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スイスダボスで開かれたESAのAP２０００アンテナと電波伝搬会議

ツールーズのSpace CenterにおけるプリゼンテーションとCnes Qui Se Passeの記事掲載

２０００年５月１７日バンクーバーのSpacebound２０００会議でのプリゼンテーション

２０００年５月１９日トロントのカナダ宇宙局で紹介されたアタッシュケースモデル

図11 AP２０００会議の議長であるAntoine Roederer氏の依頼により，２０００年４

月９日から１４日まで開催されたAP２０００会議のメインホールにアタッシュケー

スモデルを展示した．またアタッシュケースモデルに関する論文も発表された

［４］．グランバサンの無線送電実験と太陽発電衛星プロジェクトに関する日本語，

フランス語，英語のパンフレット５００部が参加者に配布された．このパンフレッ

トは後にロシアのSerguei Shaposhnikov博士（写真中央）によりロシア語にも

翻訳された．レユニオンからの大学院生Laurent Chane Kuang Sang（写真右側）

はマグネトロンの制御の研究を行っている．

図12 ２０００年４月２５日，CNESのツールーズ宇宙センターのDaniel Hernandez

博士（将来計画評価担当）にアタッシュケースモデルの説明を行った．SPS２０００

と太陽発電衛星一般について工学部の学生に講義を行った．この写真は太陽発電

衛星の紹介，グランバサン計画，WPT'01会議の記事とともに，Cnes Qui Se

Passe（CNESの全職員に配布される内部雑誌）［５］に掲載されたものである．

図13 アタッシュケースモデルはバンクーバーのSpacebound ２０００会議で，低

マイクロＧレベルの宇宙システムを実現するための無線送電技術の説明のため用

いられた．このようなシステムは特に結晶成長実験に必要とされる［６］．この

提案は宇宙研で開催されたMicro-Gravity Free Flier Workshop［７］で検討され

たものであり，後にブラジルでのIAFでも発表された［８］，［９］．

図14 カナダ宇宙局の宇宙電力利用に興味をもつグループのKieran Carroll 博士

（写真左側）．このグループはカナダ宇宙局で近未来の宇宙電力利用プロジェクト

を推進している．彼らはカナダ沿岸から離れた無電力地域への電力伝送に無線送

電技術を応用することを考えている．
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２０００年７月１０日フランスのLudiver Astronomy and Space Education Centerにおけるプリゼンテーシ

ョン

２０００年７月２０日のレユニオンのIndian Ocean Exposcience２０００における展示

University of Londrinaにおける講演

国連/IAFのワークショップの前，２０００年９月２３，２６，２７日に，Londrina大学のTelecommunications

Engineering Schoolの Fernando Stancato博士の招きで，ブラジル南部パラナ州の中央付近にある新都市Londrinaを

訪れ，アタッシュケースモデルを用いて講演を行った．Stancato博士及び彼の同僚はブラジルでの太陽発電衛星の

研究に強い意欲を持っていた．

図15 Ludiverはノルマンディの西の端のLa Hagueにある．ここは核燃料の廃棄

処理で世界的に有名なサイトの近くである．核燃料廃棄施設については多くの論

議があるが，このあたりの村には多くの税金が投入され，大都市が羨むようなす

ばらしい教育センターがある．Ludiverの人々はSPS２０００のアタッシュケースモ

デルの説明に興味を持ち，２００１年６月に予定されているPower from Space会

議を誘致したいと述べている．

図16 アタッシュケースモデルと無線送電の展示がレユニオンでのExposcience

２０００ science fairで行われた．６０余りの展示の大部分は学校関係のグループに

よる展示だった．展示期間中，レユニオン大学学長のMichel Boyer教授，Jean-

Marie Vacheron 教授，Lycée de Trois Bassinsの電気研究所長Jean-Marie

Vacheron教授（右側）らとアタッシュケースモデルを製作するためのMicro-

Companyの組織化について会合を持った．

図17 Londrinaのスペースクラブで行ったアタッシュケースモデルの紹介．ここ

では意欲あふれる学生達が定期的に集い宇宙技術の学習やモデルロケットの製作

を行っている．学生たちには図書室，集会室，技術室が用意されている．興味深

い討議の後，学生たちにたくさんのショットキーダイオードを渡したので，彼ら

自身でレクテナの製作や無線送電実験を行うことが可能となった．

図18 フランス語を学んでいる学生達にアタッシュケースモデルについてフラン

ス語での説明を行った．特に若い学生は太陽発電衛星の意義と地球生態系への大

きな役割について強い興味を示した．アタッシュケースモデルによるデモンスト

レーションは，言葉の壁をこえて太陽発電衛星の理解に非常に役立った．
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２０００年９月２８-３０日ブラジルのSão José dos Camposにおける国連/IAFのワークショップ

２０００年１０月２１-２９日，フランス，コルシカのFestival du Ventにおける展示

カナダでのプリゼンテーション

これまでの多くのデモンストレーションに加え，アタッシュケースモデルはAmerican Society of Civil Engineers

の雑誌，the Journal of Aerospace Engineeringの太陽発電衛星特集の記事で紹介される予定となっている［１２］．

２０００年１１月２４日には，Energy Supply Securityに関するワークショップがフランスの工業省の主催で開催さ

図19 Londrina大学では，工学部の学生たちにプロジェクト管理と太陽発電衛星

コンセプトの２つの講義を行った．アタッシュケースモデルは電力伝送にマイク

ロ波を用いた場合の安全性と危険性に関する多くの質問に対し答える際非常に役

立った．マイクロ波の電力密度を計測し，太陽やハロゲンランプなどの他のエネ

ルギーソースの電力密度と比較した．

図20 ４人のサンサットカウンシルのメンバーが太陽発電衛星の概念を約２８ヶ

国［１０］の代表者に紹介するため招かれた．ユネスコに提供したアタッシュケ

ースモデルが会議場のロビーに展示された．写真左から右へ，私，Chief of the

UN Office for Outer Space AffairsのPetr Lala博士，NASAのJohn Mankins博士，

CSAのBryan Erb博士，神戸大学の賀谷教授である．

図21 毎年コルシカのCalviでは，約３００名の芸術家，スポーツマン，科学者が

"Festival of Wind"［１１］に集い，それぞれの知識を披露し議論する．アタッシ

ュケースモデルは再生エネルギーの展示の中で中心的な役割を果たし，多くの優

れた訪問者に対し絶好の話題を提供した．公開講座が１回，公開討論が１回，地

方TV局の５分間の放送もあった．

図22 カナダではBrian Erb博士が最初のSPS２０００アタッシュケースモデルを用

いて，１９９９年３月にはSt. John'sのIEEEで講演，１９９９年６月のモントリオール

ではElectricity２０００ Conference & Exhibitでの講演（右端にアタッシュケース

モデルが写っている）を行っている．２００１年１月１３-１４日にはSaskatoonで

Spectrum２００１会議が開催され，同様な講演が予定されている．
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れ，フランスとヨーロッパ連合から２００人をこえるエネルギー関係の専門家が集まった．太陽発電衛星は会議の

アジェンダには載っていなかったが，太陽発電衛星とユネスコのSPS２０００アタッシュケースモデルに関する情報

は多くの参加者に配布された．本会議では公式に太陽発電衛星を紹介することはできなかったが，休憩時間と昼

食時に何人かの高官と話した結果では，太陽発電衛星構想はデシジョンメーカーに充分伝わっており，SPS２０００

の実現が必ずしも夢ではないと思われた．

ユネスコのワールドソーラープログラムへのモデルの提供

２０００年の４月の始めに開かれたパリでのIAFの国際プログラム委員会の会合の機会に，サンサットカウンシル

のBryan Erb博士と他の主要メンバーが，ユネスコのワールドソーラープログラムのリーダーである同会議議長

Boris Berkovski博士の補佐官であるSaleye Yahaya博士と会見した．パリのユネスコ本部のBerkovski博士の事務所

で説明のため使用されたアタッシュケースモデルは情報/教育用としてユネスコに公式に引き渡された．これは

Berkovski博士及び彼の部下とサンサットカウンシルメンバーの２回目の会合の時行われた．ユネスコのワールド

ソーラー会議は太陽発電衛星や近未来のSPS２０００のような計画に興味を示している．会見時に議論されたアクシ

ョンの一つはSPS２０００計画の実施を討議するための政府レベルの国際会議，特に赤道諸国の会議を組織すること

であった．

図23 ２０００年９月２８-３０日ブラジル宇宙局での国連/IAFワ

ークショップの期間中展示されたユネスコSPS２０００アタッ

シュケースモデル（インドネシアのEnvironmental Division

of RSAC代表のAgus Hidayat博士とともに）

ワークショップ"Operational Strategy for Sustainable

Development using Space"にはいくつかの赤道諸国を含む

２８ヶ国以上の代表が参加した．

図24 Sao José dos Campos UN/IAF Workshopで展示され

たSPS２０００アタッシュケースデモンストレーションモデル．

このモデルは今後とも企業，学術団体，政府機関に積極的に

呼びかけるユネスコのワールドソーラープログラムのために

使用される．SPS２０００アタッシュケースデモンストレーシ

ョンモデルを使用したい場合はsps2000@grandbassin.netに

申込んでいただきたい．
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ユネスコのアタッシュケースモデルは２００１年の３月１４日から１７日にベルギーのUniversity of Liegeで予定さ

れている電気と社会に関する国際会議Electralis Campus［１３］で使用されることになっている．この会議にはヨ

ーロッパだけでなく世界中の研究機関や企業から研究者が集まる．アタッシュケースモデルの展示に加え，Alain

Celeste博士，John Mankins博士，賀谷信幸教授が無線送電と将来の太陽発電衛星構想に関して招待講演を行う予

定である．

教育用 "Micro-Company" によるデモンストレーションモデルの製作

SPSアタッシュケースモデルはデシジョンメーカーへのアピールを目指したものであるが，多くの世界の科学博

物館などで，SPSの一般的な説明用としても威力を発揮するだろう．潜在的な教育マーケットに対応するため，その

本格的な製造について科学機器の製造と販売の専門会社であるフランスの会社ロゴスと交渉した．残念ながらロゴ

ス社の再建問題のため，この社によるSPS２０００のデモモデルの製作は２０００年半ばに断念せざるを得なくなった．

しかしながら，２０００年3月に日本の学生木俣喜美子と清水和洋がレユニオンに滞在中，Lycée de Trois Bassins

and Leading Teacher of the Electronic Technology Department Jean-Marie Vacheronとの大学レベルの契約が成立し

た．Vacheron氏はSPS２０００のデモモデルに非常に興味を示した．後に "Exposcience" exhibitの機会に，M.

Vacheron氏と大学学長Michel Boyerはアタッシュケースモデルを前に打ち合わせを行い，学生教育用の"Micro-

Company"がこのモデルの製作を行うことを提案した．Micro-Companyは学生と教師による教育用の器具を製作す

る特殊な会社である．この会社は通常学年はじめの９月に設立され，学年終了の６月に役割を終える．この会社

の活動は学生のカリキュラムの一部となっている．

２０００年１２月の始めにmicro-companyの基本的な方針がレユニオンアカデミー長，地域学校システム長，レユ

ニオン大学副学長，Lycée de Trois Bassins理事会により承認された．教官グループは現在２００１年９月から２００２

年６月の学年でのmicro-companyの活動の準備を行っている．Vacheron氏はこのプロジェクトのリーダーになり，

彼のスタッフとともにこのモデルの電気部分の大量生産を担当し，micro-companyの活動全体を統括することにな

っている．彼は現在アタッシュケースモデルの構造部分の製作を担当する学校を探している．大学の商学部の学

生がアタッシュケースモデルの市場調査を行い，国際的なセールスを担当する．製造は研究機関からの発注に基

づいて行われる．教育学部の学生はアタッシュケースモデルの使用マニュアルを作成することになっている．こ

のビジネスは宇宙太陽発電分野の共同活動により，新たな教育的な効果を生み出すだろう．

図25 the Lycée de Trois Bassins Electronic Laboratoryは

回路基板の自動製造装置を持っている．この装置を用いて，

CNESとISASの協力で製作されたモデルの電力システム，マ

イクロ波発生装置，投光器，レクテナアレイをベースとし，

新設計のアタッシュケースモデルを教育活動の一環として製

造することができる．
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CNESの将来計画部門の同僚には様々な困難にも拘わらず支援を受け感謝したい．またFINDS基金の全ての友人に

感謝したい．この基金のBootstrap賞により，様々な管理上の問題を乗りこえることができ，アタッシュケースモ

デルの開発に非常に役立った．またその波及効果として２００１年５月にWPT'01国際シンポジウム［１４］を開催す

ることになっている．最後に，将来の大きな夢のために働いている宇宙研の共同研究者に尊敬の意を示すととも

に，その夢の実現に共に参加する機会を与えてくれた人たちに感謝の意を表する．
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SPSの研究開発シナリオとMDS-3による宇宙実証計画

國　中　　　均＊

R & D Scenario and MDS-3/HVSA Demonstration for SPS Research

By

Hitohsi KUNINAKA＊

＊宇宙科学研究所

Abstract : Each basic technology for SPS has been well-defined and well-developed. But its huge

size in the system and the concept requires extra efforts for the mass-production and the system

realization. At the beginning of the new millennium the human being will construct the

International Space Station (ISS), which power capability is rated 100kW two orders of magnitude

less than 10MW power of SPS2000. Beyond SPS2000 the powerful fullsize SPS, which will generate

5GW electric power, is extra two orders of magnitude larger than that of SPS2000. The state of arts

in 2000 should be built-up, turned-up, standardized, and/or enhanced step by step in order to

realize SPS. The author insists the roadmap of implementation for SPS2000, which targets the

space business parks and the co-orbiting free flyers with several 100kW electric power as the

interim objectives and finally goals to SPS2000. Each researcher and designer can cooperate to

develop and research each segment and component in time for the schedule mentioned in the

roadmap. As for the technology on the high voltage power generation the 300V bus power should

be standardized as a first step and finally 1kV bus will be realized for SPS2000. The High Voltage

Solar Array experiment (HVSA), which will demonstrate the photovoltaic power generation in 280V

bus voltage in space, is accepted as a payload of the Mission Demonstration Satellite-3 (MDS-3) of

NASDA. The author proposes MDS-3/HVSA as the corner stone for the roadmap.

概　　　　　要

SPSの基本技術はどれも達成可能であると言われているものの，その規模の大きさから具体的
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な実現にはまだまた多くの個別研究開発努力を必要とする．２０００年の技術レベルから，発電

電力規模でSPS２０００級のシステムは２桁，その後の本格的SPSに至ってはさらに２桁の革新が

必要である．多くの技術要素の集合であるシステム構築は，各要素の達成時期や完成レベルの

歩調を整えつつ進めるべきである．それを実施するための中間目標やその達成時期を各研究主

体に知らしめるロードマップの策定を強く訴える．さらに研究開発シナリオのコーナーストー

ンとしてのMDS（Mission Demonstration Satellite）－３／高電圧ソーラーアレイ宇宙実験を提

案する．

重要語：高電圧ソーラーアレイ，プラズマ干渉，開発ロードマップ

序

図１に過去と近い将来の衛星消費電力と衛星バス電圧の推移を示す．各シンボルは衛星プロジェクトまたは汎

用バスシステムの消費電力を，打ち上げまたは標準化時期の関数として表す．１９９８年暮れより建設が開始された

国際宇宙ステーション（International Space Station：ISS）は，当初３kW程度で運用，漸次増強され最終的には１０５

kWとなる計画である．宇宙電力の増大に呼応し発電電圧も上昇の傾向にある．９５年以降の宇宙電力システムの

ほとんどはそれまでの２８Ｖから５０Ｖへ置換されている．さらにISSでは１２０Ｖにて開発が進められている．

西暦２０００年現在宇宙において技術的に達成可能な宇宙システムの光発電電力はおよそ１００kWと言えるであろ

う．さて本報告書の主題であるところのSPS２０００がターゲットとする電力は１０ＭＷであり，現状値との格差は

実に２桁に及ぶ．その大電力を支えるための作動電圧も少なく見込んでも１kVは必須であり，これも現状値と１

図1 宇宙電力とバス電圧の推移
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桁の格差がある．このような事例を掲げるまでもなく，図１に示されるSPS２０００の達成年次はむしろ希望的と言

わざるを得ない．またその後に控えるであろう地球規模の電力を担う本格的SPSに至っては電力規模でさらに２桁

の技術的壁がはだかる．SPSを要請する社会的ニーズは時として桁を飛び越えて進捗するかもしれないが，これに

答える技術はかような速度では進歩しない．

SPS２０００を基盤とした活動により個々個別の技術要素の研究開発が進展した．詳細記述は他章に譲るとして，

光発電に関しては以下の３要素に集約されるであろう．

（１）高電圧利用，

（２）高電圧／大電流宇宙用素子，

（３）大量生産，

高電圧の応用は，大面積の太陽電池から集電する際に必要悪として付帯するケーブルのジュール損失を軽減す

る．一方高電圧の宇宙利用は耐環境技術の進捗を要請する．大電力を扱うための電力素子の宇宙仕様化のための

開発が必要である．これまでの宇宙開発は，高品質，高機能，高付加価値を目指すものであったため，宇宙技術

そのもの自体は低生産量，高価，特殊仕様，特別品質管理にて遂行されてきた．高い電力変換効率を有するもの

の，高価で，生産量の少ない単結晶型太陽電池セルのみが宇宙利用されている事実と合い通ずる．一方，今後見

いだされるであろう宇宙活動の方向性は，大規模，宇宙工場，大量生産と言った単語で代表される概念である．

これに対応するためには量産性，省資源，低コスト，大規模性を持つシリコンアモルファス型太陽電池の宇宙利

用が期待される．これは１事例に過ぎないが高効率化よりも量産性に重きが置かれるべきである．

SPS実現のための研究開発シナリオ

これら列挙される各開発技術項目は多岐にわたる．これまでの検討に従えばどれも技術的達成は見込まれてい

るものの，そのどれか１つでも完成時期が遅れればSPSの実現はおぼつかない．そして現状技術レベルからなお２

桁の進展を必要とするならば，一足飛びのSPS実現は全く不可能である．SPS実現に向けた研究開発シナリオ，開

発ロードマップを早急に策定し，これをひな形に各研究主体が時期をそろえて活動を進めるべきである．適正な

図2 高電圧バス開発ロードマップ
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シナリオとして，SPS２０００級システムの前段階ターゲットとしてLEO／MEOの１００kW級 Space Business Parks

や Free Flyers を想定することを提案する（Ref.1）．宇宙高電圧技術としては３００Vを中間目標として掲げる．

MDS－３，高電圧光発電実験

SPS実現のためのコーナーストーンとして，３００Ｖ宇宙バス開発を目指して，MDS（Mission Demonstration

Test Satellite）－３の公募ミッションとして，「宇宙高電圧ソーラーアレイ」（High Voltage Solar Array：HVSA）

実験（Ref.2）が採択されている．１９９５年に無人宇宙実験観測衛星Space Flyer Unit（SFU）に搭載しHVSAの軌道

上実験を行ったが，機器の不具合により飛翔データを得ることが出来なかった（Ref.3）．幸いにフライトモデルは

ＳＦＵ本体とともに回収され，地上支援機器ともども保管されている．本ミッションが扱うHVSAは太陽電池によ

る光発電の高効率化を担う技術に関る．一般には太陽電池セルの電力変換効率の向上にその焦点が当てられがち

だが，所詮１.４kW／m２の太陽輻射総量しか与えられないため，大電力化には大面積にて対応せざるを得ない．

広範囲に分布する太陽電池セルから集電する際，その送電配線中の電力損失も無視しえなくなる．また大電流化

は地球磁場によるローレンツ力による姿勢外乱を顕著化させるので好ましくない．勢い高電圧発電・送電へと移

行することになる．一方高電圧が宇宙プラズマ，特に電離層プラズマに露出されると各種干渉現象が励起され，

安定作動や耐久性を損なう．発電電圧の上限は，（１）宇宙利用可能な電子電気素子のレーティング，（２）宇宙

環境における絶縁保持，（３）宇宙環境－衛星間の適合性の技術レベルに依存する．特に３項は既存電気絶縁技術

に留まらず宇宙機システムの耐環境技術に関連しており，本提案の主要題目である．高電圧が電離層プラズマに

晒されると，電力漏洩・材料劣化・抗力発生・アーク放電などの現象が誘起され（図３），人工衛星の動作や耐環

境性を損なう．我々研究グループは数値解析や地上模擬実験を通じ，電離層プラズマ干渉現象を予測または評価

しえるまでに基礎研究を進捗させた（Refs.4-6）．これら基礎研究の実利応用を目指し，宇宙実験データを取得し

て比較検討してより予測精度の高い研究へ進展させるばかりとなってる．本計画HVSAは再飛翔を目指し，以下の

目的と優先順位を持って実施する．

ａ．任意電圧光発電機能の宇宙実証

ｂ．２８０Ｖ高電圧ソーラーアレイの宇宙実証

ｃ．太陽電池による高電圧発電に関するプラズマ干渉の計測

ｄ．量産型宇宙用太陽電池の耐環境性データの取得

図3 高電圧ソーラーアレイの電離層プラズマ干渉
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HVSAは，太陽電池モジュール（ＳＣＭ），電子コレクタ，SCMの直並列切り替えや各種計測を行う多機能電源

制御器（VPCU），衛星バスとの通信インターフェースおよびVPCUを駆動する専用コンピュータ（ＤＥＰ）より

構成される（Ref.7）．SCMは２cm×４cmのシリコン太陽電池セル１３５枚の直列接続で構成される．４枚のSCM

は最大８０Ｗの電力を発生し，VPCUの疑似負荷に消費される．また４直列にて最大開放電圧２８０Ｖを発生する．

前述の直並列切り替え回路に準じて構成される高電圧ソーラーアレイの電気回路を図４に示す．太陽電池セルに

は，通常の反射防止膜処理をその表面に施したものと，さらにその上に導電性処理をした２種類のカバーグラス

を使用している．後者のものは局所的な帯電を起こしにくいので，負バイアスのアーク放電に耐性があると言わ

れている．SCM１と３に反射防止膜型のセルを，２に導電性膜セル，４にアモルファスセルを使用している．直

列スイッチ４と５を１と２の代わりに作動させるとSCM２を最も負にバイアスすることができる．この機能を用

いて同じ電圧で２種類の太陽電池セルのプラズマ干渉に対する特性を検証する．ソーラーアレイ回路は衛星の主

構体から電気的に絶縁されているので，電子コレクタが電離層プラズマにソーラーアレイ回路を接触させる．疑

図5 MDS－３衛星

図4 HVSA回路
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似負荷に並列に置かれたシャントレギュレータはソーラーアレイ回路の出力電圧を安定化させる機能を有する．

プラズマ干渉に関する計測項目は，各モジュール毎のプラズマ漏洩電流，主構体との電位差，アーク放電の検知

である．また環境計測装置（SEM）から電離層プラズマや放射線環境，紫外線環境の特性値が提供される．

図５の示す衛星を近地点高度４００km，遠地点高度１,０００kmの楕円軌道に投入し，１年以上の実験期間を想定

している．ただしいまのところ具体的フライト計画は立案されていない．宇宙実験の実現が停滞するSPS活動を刺

激できるよう今後も努力したい．さらにSPS研究のコミュニティーが本宇宙実験計画を後押ししていただくことを

切に希望して止まない．
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SPS2000プリカーサ実験の検討

田　中　孝　治＊

Space Precursor Experiments of SPS2000

By

Koji TANAKA＊

＊宇宙科学研究所

Abstract : In conceptual study of SPS2000, which was conducted by ISAS Solar Power Satellite

(SPS) working group in Japan, technical and engineering problems were identified. Especially,

microwave power transmission (WPT) and high power operation of solar arrays are key features

that are required space experiments for SPS. In order to verify these technologies and to promote

public awareness of the SPS, we propose a demonstration of WPT experiment from Low Earth

Orbit (LEO) to the ground and a high power operation in the space environment using one satellite

that can be launched by only one large launch vehicle such as the H-IIA or Ariane V. Solar arrays,

which are consisted of thin flexible solar cells, on the satellite generate more than several ten kW.

The life span and the influence of space debris in LEO concerning the solar arrays are tested. The

microwave generator and transmitter are installed on the satellite. The frequency of the microwave

is 5.8 GHz in order to make the transmitter small. The microwave power of more than 100 kW is

radiated from the phased array antenna system. Propagation characteristics of the microwave in the

ionosphere and the atmosphere are examined by receiving the transmitted microwave.

概　　　　　要

SPS２０００は西暦２０００年の技術レベルで実現可能な宇宙太陽発電システムとして概念構想が

まとめられたが，また，その構想書の中でSPS２０００実現に向けて全体計画の予備段階として先

行する研究開発プロジェクトの必要性も検討されている．無線送電もその１つである．SPS２０００

実現に向けての先行実験として，５年程度で実施可能であり，また，大型ロケット一機で実現
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可能な，宇宙送電を中心とした周回衛星による実証実験の検討を行った．

重要語：太陽発電衛星，無線送電，マイクロ波，SPS２０００

はじめに

宇宙太陽発電衛星SPS２０００は西暦２０００年の技術レベルで実現可能なシステムとして概念構想がまとめられた

［１］．しかし，個々の要素技術に関しては，現在においても今後開発あるいは検証が必要な未実証の技術項目が

含まれており，その構想書の中においても技術開発項目の評価とそれを踏まえSPS２０００実現に向けての全体計画

の予備段階として先行すべき研究開発プロジェクトが考察されている．表１に提案された４つのケースを示す．

また，その４ケースに対する具体案も検討されている［２］．今回は，主にケース２の課題に重点をおき，参考文

献［２］で提案されている「SFU宇宙マイクロ波送電実験」をもとに予備研究開発プロジェクトの検討を行った．

本プロジェクトの主要目的は宇宙から地上への大電力マイクロ波無線送電による大電力送受電システムの実証

にある．衛星から数百kWのマイクロ波送電を行い，電離層，大気の影響を観測するとともに，レトロディレクテ

ィブ・フェーズドアレーアンテナシステムによるマイクロ波ビーム制御技術を確立する．また，本ミッション期

間を通じ，太陽電池の耐放射線試験，耐UV，耐プラズマ環境性，高電圧計装の耐プラズマ環境性の試験を実施す

る．そして，これら大電力送電実験と耐宇宙環境試験を通じ，SPSに対する社会的なコンセンサス，アクセプタン

スの醸成を目的とする．

ミッションの検討に際し，以下２項目の条件を前提とした．一つは実施期間に関して，２０１０年くらいに

SPS２０００クラスの発電衛星を実現するためには，この１～２年で上記目的のための試験衛星に着手が必要と考え

られ，ミッション期間を５年程度と設定した．もう一つは，現存する大型ロケット一機による打ち上げ可能なミ

ッション構成とすることである．H-IIAロケットは軌道傾斜角３０°，高度５００kmへ約８tの打上げ能力を有する

［３］．また，H-IIAのフェアリングの内径は４S型では３.７m，５S型では４.６mとなっている．アリアン５では軌

道傾斜角２８.５°，高度５５０kmに１８tの打ち上げ能力を有する．ロングフェアリングの内径はφ４.５７mであり高

さ８m以上の衛星を収容できる［４］．但し，本検討においてはH-IIAの諸元を前提に検討を行った．

衛星部は主にマイクロ波送電部と発電及び充放電を行う電源システム部から構成され，次節及び第３節でそれ

ぞれに関して説明し，第４節では地上の受電施設，最後にミッション構成案をそれぞれ述べる．

マイクロ波送電部の検討

SPS２０００では，マイクロ波送電に使用する周波数としてISMバンドの一つである２.４５GHzが用いられている．

しかし，衛星一機によるマイクロ波送電を仮定した場合，小型のアンテナで試験を行う必要があり，より高い周

表1 プロジェクトの種別と課題［１］
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波数の使用が望まれる．近年NASAにおけるフレッシュ

ルックスタディーで提案されているサンタワー型の

SPSにおいても５.８GHzが用いられていることから，

今回はISMバンドの一つでもある５.８GHzを選択した．

送電素子としてSPS２０００で提案されているキャビティ

付スロットアンテナを仮定すると，この場合，送電アンテ

ナは直方体の金属箱であるキャビティを密に並べたもの

から構成されるため，軌道上でのアンテナの形成は数枚

のソリッドな板状の構造物の展開によると考えられる．

送電アンテナの展開，形成に関して２通りの方法を検討した．図１に示すように１０枚パネルを展開した場合，

直径１２m程度のアンテナの展開が可能である．図２に示すような，１６分割されたパネル状アンテナを傘を開く

ように展開する場合，直径２０m程度のアンテナの形成が可能である．よって，以降，この２タイプのアンテナに

関して検討する．

表2 アンテナ素子の諸元

図2 ２０mアンテナ展開例

図1 １２mアンテナ展開例
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アンテナ素子のリソースは，SPS２０００

概念設計書にまとめられている２.４５GHz

キャビティ付スロットアンテナの諸元を

基に５.８GHzのアンテナ素子を推定した．

面積は０.６１３λ×０.７４２λ，厚みは０.３

λ（入：波長）である．緒元を表２に示す．

直径１２mアンテナに５.８GHzの送電素

子を並べた場合，７５０００素子で出力は３０

０kWとなる．このときアンテナ内の充填

率は約８０%となり，質量は１.５トンとな

る．同様に充填率８０％・出力５００kWを

仮定した場合の直径２０mアンテナの素子

数，質量を表３に示す．

H-IIAロケットの打上げ能力が約８tとい

う制約から送電部は４t以下の配分が妥当

と考えられる．

１２m及び２０mの２種類のアンテナに関

して受電部（レクテナ部）における最大

電力密度を概算し，SPS２０００，リファレ

ンスモデル，サンタワーと比較した．表

４に示す．衛星の軌道は３００kmと５００km

の２通りを仮定している．また，リファ

レンスシステム，SPS２０００と比較した，

最大電力密度と高度の関係を図３に示す．

参考値として，典型的な電子密度と高度

表3 アンテナ素子数と質量

表4 最大電力密度の比較

図3 送電距離と最大電力密度の関係

素子数

出　力

質　量

約75000個 約200000個

12m 20m
ア　ン　テ　ナ

300kW
（１素子：4w）

500kW
（１素子：2.5w）

1.5t 4t



２００１年３月 SPS2000プリカーサ実験の検討 111

の関係も図３に示した．試験衛星ではアンテナの直径が１２mあるいは２０mとアンテナ面積をそれほど大きくで

きないため，SPS２０００と同程度の電力密度を得るためには送電電力を上げる必要がある．しかし，リソースの制

約から送電電力も３００から５００kWを仮定しているため，高度３００kmから５００kW送電したとき，地上における

電力密度はSPS２０００の場合の約１/１０，５００kmから送電した場合は１/２０程度となる．しかし，マイクロ波と

の相互作用が問題となる可能性のある電離層領域においては，図３からわかるように，数十kmにわたってSPS２０００

以上の電力密度でマイクロ波送伝実験が可能となる．

また，宇宙から地上への大電力送電は例がなく，実施のためのコンセンサスを得るためには国際的な電波防護

基準値１mW/cm２を十分下回る必要がある．０.０４～０.１mW/cm２程度は妥当な値と考えられる．

また，３００kmの円軌道では軌道低下が早いと予想されるため，近地点３００km，遠地点７００km程度の楕円軌道

を用いることも考えられる．この場合，異なる高度からの送電実験が可能となる．

電源システム部

数百kWの電力を常時供給することは大規模

な太陽電池パドルが必要となるため，想定して

いる衛星の規模では困難である．そのため，バ

ッテリシステムと組み合わせた充放電システム

を検討する．今回は，送電時間を１～３分程度

とし，太陽電池で発生した電力をいったんバッ

テリに蓄え，送伝時のみ大電力をバッテリから

供給するシステムとする．

直流からマイクロ波へのDC-RF変換効率を６０％

と見積もると必要とする直流電力は３００kW送

電の場合５００kW，５００kW送電の場合は約８４０kWとなる．３分運用を考えると，必要な電力を充電する時間と

太陽電池の発生電力の関係は表５のようになる．

高度５００km程度では１周回に要する時間は約９０分である．日照時間が半分，地心指向のため太陽電池への日

照が６０％とすると，３０kW以上の太陽電池を搭載したとき，４周回ごとに送電実験が可能となり，２０kWでも

約５周回に１回は可能となる．したがって，一日４回程度の送電実験を行うことができる．

次に太陽電池パドルの重量を見積もる．従来の衛星では重量比は数十W/kgである．しかし，近年，３００W/kg

以上の太陽電池パドルも提案されている．したがってパドル重量は２０kWで約７０kg，３０kWで約１００kg程度と

見積もることができる．

バッテリのリソースは以下である．バス電圧を５０Vと１５０Vとする．DODは５０％まで許容する．このときの

表5 ケース別充電時間

表6 バッテリの質量の見積もり



宇 宙 科 学 研 究 所 報 告112 特集　第４３号

電流，容量，重量は表６の通りである．バッテリ重量にはLiイオン電池を想定し，１００Wh/kgを用いた．

地上の受電施設

本試験衛星は高度３００～５００

kmの低軌道周回衛星を想定して

おり，また，一回の送電時間は

最大３分程度であるため，何ヶ

所かレクテナを設け観測を行う．

軌道傾斜角を３０°程度にとった

場合，日本でも鹿児島の内之浦

付近で受電が可能と考えられる．

他のレクテナサイトは，主にSPS

２０００でのレクテナの設置が検

討されている赤道周辺地域で１

～２箇所検討する予定である．

レクテナにおける受電電力を表７に示す．レクテナの直径を５００mとし，レクテナでのRF-DC変換効率を７０%

とした．直径５００m程度のレクテナにより数十kWの受電が可能であり，十分電力衛星としての評価を行えると考

える．

衛星コンフィギュレーション案

以上の検討結果から衛星のコンフィギュ

レーション案を図４に示す．主に送電器と

バッテリシステムからなる衛星は重力傾斜

を利用し常に地心方向を指向する．能動姿

勢制御は回転軸周方向に関して，スラスタ

ーで制御を行う．直径２０mアンテナを用い，

５００kW送電を行う場合と，直径１２mアン

テナで３００kW送電を行う場合の質量見積も

りを表８に示す．直径２０mのアンテナの場

合はスピンアップし遠心力を利用して展開

する．H-IIAロケットを使用する場合，高度

５００kmへの投入は，直径２０m程度のアンテナくらいまでは重量的には可能であると考えられる．しかし，今回

の展開方式では，直径３.７m，長さが８m程度の収容スペースをフェアリング内に必要とし，ロングタイプのフ

ェアリングの新規開発が必要となる．送電周波数は５.８GHzを仮定している．この周波数帯は近年ITS等でも使用

が予定されており，想定している期間内において，マイクロ波デバイスの入手性及び送電システムの開発は十分

可能と考えられる．また，位相制御によるビームステアリングは東西方向に関して±３０°，南北方向に関して±

１６.７°を仮定している．送電アンテナの反対面には太陽電池を取り付け，２０～３０kWの発電を行う．太陽電池

セルには実際の発電衛星において採用する可能性の高い，薄膜フレキシブルタイプを用い耐環境試験を行う．ミッ

ション期間が１年程度あれば機能に関する十分な評価と太陽発電衛星のデモンストレーションが可能と考えられる．

表7 レクテナにおける受電電力

表8 質量見積もり
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Abstract : Now we should draft the demonstrable plans of the space experiments of a renewed

SPS2000. At the standpoint of the photovoltaic power generation system, discuss the impotrant

subjects to renew the SPS 2000 plan. Solar array must trades between Very High-efficiency Multi-

juction III-V compound solar cell and Thin-film Silicon Tandem solar cells. This subject and the

development of Concentrator technologies as well as Higher bus voltage and assembly

technologies are essential.

概　　　　　要

SPSも約２０年，各機関での調査研究やSPS２０００の構想，個別要素技術の基礎研究等の第１段

階を経て第２段階のデモンストレーション時代へ突入すべき発展の転機を迎えている．

いわゆる宇宙太陽発電所の実現に向けた日本SPSの効果的な戦略，重要課題の設定，シナリオを

明示すべき時が訪れている．世界情勢に先駆け小規模でも宇宙実験の迅速な実行，実際的には

最短のシナリオの設定，根幹部品育成の早期な投資が必要である．予算ならびに国際協力や技

術の進歩に柔軟に対応しうる配慮もしておく．

発電部については，まず改めて「SPS用太陽電池」の定義，認識が必要である．広く国内機関

との情報交換を密にして，民生技術の活用を心掛け，SPS実現の時期に見合った高効率の薄膜タ

ンデム太陽電池を選定する．将来の大規模化を考えると資源や低コスト化は基本条件で集光技

術の促進，また高電圧化や発電部と無線送電部の一体化が重要である．

重要語：発電部，SPS，デモンストレーション，SPS太陽電池
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SPSデモンストレーション時代へ

太陽発電衛星（SPS）も，京大での第２回，北大での第３回SPSシンポジウムで，実現への期待・認識と参加者

の層の幅の広がりが明確になってきた．

一方，米国でも１９９５年からのフレッシュルック研究，サンタワー型のSSPS（Space Solar Power Systems）に

代表されるSPS研究が活発に再開［１］，'９８からはNASAが２３億円をかけての先行研究に着手，２０２０年頃目標

の商業化も視野に入れ，かつ投資を伴う外国の協力を考える急な情勢展開となってきた．

日本では１９７９年の経団連の宇宙No.10「特集宇宙発電衛星」以来，調査研究［２］やSPS２０００構想［３］，個

別の要素技術研究も宇宙研，SPS研究会，SJAC，NASDA，NEDO等で行われ，約２０年を経てSPS基礎確立の第１

段階は，第２段階のデモンストレーション時代へ突入すべき発展の転機を迎えている（表１参照）［４］．

第１段階では，当然ながら大学・研究機関が中心，企業所属の方も含め研究者の個人ベースの線が強かったが，

SPSの各分野の課題はかなり明確になってきた．しかし多彩な個別研究の盛り上がりの反面，SPS全体の方向付け，

中核となる根幹技術の完成時期や達成レベルも歩調を整えつつ進めるべしとの要望が出て来た．

第２段階に入る際，SPSは所謂宇宙発電所であるから産業界の参加も得て実現に向けた基本方針，日本SPSの戦

略，絞り込んだ重要課題の設定，続いて実現へのシナリオを機を逸することなく明示する必要がある．

幸い，２００１年度から経済産業省は「宇宙太陽発電システム実用化検討委員会」を経て，２０４０年SPS稼働を目

標に，１００万KW発電の計画作りに着手，NASDAのSPS委員会も進行中で，やがて総務省の「総合科学技術会議」

で議論される情勢となってきた．

基本的な考え方

宇宙ステーション関連の主要な業務が２００５年頃に終わるNASAは，当然有人活動に関係した要員・施設，米産

業界の維持と循環・再使用型宇宙開発へ移行，新規事業の創出による競争力の強化を指向しよう．

１）日本は世界の沈滞期にSPS２０００構想の研究，マイクロ波伝送の実験等地道な努力を重ねただけ，さらに実

表1 日本SPSの発展段階
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現化を目標に革新し，得意分野を生かして「自律的な宇宙活動を可能とする基盤的能力を獲得する」精神で保

持・育成すべき技術やシステムを明確にし，国民の理解を得つつ，民間のみでは対応できない長期的かつ未知の

分野への道筋を，ある段階までは国の主導で切り拓く．幸い宇宙インフラ研究会も発足して報告［５］も出てい

るので，SPSをはずみとして２１世紀初期の宇宙開発のシナリオのもと，SPSの中核となる研究・開発のロードマ

ップを作成・公開，産官学による全日本的な展開と活性化を図る．決して乗り遅れないこと．

かくして国際協力の場合，アジア圏を代表して米国と対等で健全な協力関係を築く．

基本は「SPSの構築によりCO２ガスを排出しないクリーンエネルギーの確保すなわち，エネルギー安全保障なら

びに宇宙間エネルギー伝送を通じ，月面基地や宇宙工場等新規事業創出や経済活動に貢献する道を開拓する」こ

とにある．

２）SPS研究会は，各分野の自由な発想により，広範な基礎と周辺技術の研究が活発化し，内外の参加層，支援

層および後継者が育って基盤が拡大・発展していく．当然新規の建設的な提案も芽生えよう．

松岡SPS研究会代表幹事の「経済成長に寄与する宇宙開発とSPS２０００」に記述の指摘［６］は，方向付けとし

て貴重，又本稿の次のコリンズ教授報告による米国の「宇宙飛行士による組立」提案に対しては，SPS計画進行中

に「自律で自動組立中の監視，修復の依頼」があり得よう．

３）将来の全体像の一端を述べたが，SPSは本来大規模システムであるだけ，実現までの進め方は重要である．

米欧は軍の支援もあり，予算や専門家も大量に動員して敏速・強力に実行する前例が定着している．日本は専門

家の層も厚くない．乱暴と言われるかもしれないが，「完全を盡すために長時間を費やす」のではなく，当初の時

点で肝心の要所をはずさなければ，先端を切った意欲のある核を育てる様に小規模でも米国より早く宇宙実験を

実行，独自の技術を確立する．予算によるが，むしろ重点的に要所と目標を絞って集中し，まず中核をねらう．

敏速が鍵．

未知分野の早期宇宙実験によって新事実を掴むので，その先の解決すべきより広い新天地と課題が見えてくる．

その中の必須課題を解決するとさらに次元が上がって大きな展望と最適・最短の道が開ける．試案の図１はSPS実

用化に至る典型的なシナリオの一例で［７］，宇宙開発委員会の研究，開発研究（試験フェーズ），開発，運用の

４段階に対応しており，試験フェーズではコストの推定，商業化の道も見えてこよう．

４）早期宇宙実験の場合，発電，無線送電，受電，構築，社会のSPSの各分野で全システムの成立に不可欠の絞

り込んだ根幹技術，課題をシナリオに応じて立案，特に遅れる分野のない様，緊急度も調整する．課題では，i）

図1 SPS実用化に至るシナリオの例
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マイクロ波地上送電，ii）アンテナ，iii）高電圧太陽電池アレイがまず解決すべきと考えられる．ただし予算や実

現の時期も国際協力や技術進歩等内外情勢に左右されるので，区切りの時には見直してシナリオ自体も柔軟性を

もたせる．特に国内各機関との情報交換を密にして，重複や無駄を省き新しい民生技術を活用する．予算が充分

でない場合，急ぐべき分野と要素技術をどの段階までねらうか十分論議の上，大胆に調整する．

５）従来の宇宙開発では，予算枠の関係で全システムに対して配分されるだけで，計画実施前には根幹の重要

部品，コンポーネントを予め育成する予算がなかった．ESAのESTECでは根幹部品（新電池，集光型等新しい太

陽電池，システムLSIが相当する）を予め各国で軍用に開発された優秀な部品の中から選定，育成投資をして，試

験データも蓄積される．見極めがついた所で全システムの計画が本格的にスタート，打ち上げ後も例えば地上サ

イクル試験が続けられ，後続の衛星や軌道上の故障時に備える．すなわちプロジェクトを左右する限定の根幹部

品は，早期の育成投資が不可欠といえよう．

宇宙インフラ研究会の小型高機能宇宙システムWGや電力システム技術WGでは，人工衛星基盤技術の要素技術，

コンポーネントに対し，同じ考え方で提案されているので，これは促進されるべきであろう．

相対的に衛星の数が少なく，日進月歩の技術革新なだけに，専門家の層が薄く，又自在性確保の点から国産品

であるべき宇宙用根幹部品の基盤が強いとは言えない．

以上，気になる若干の点を述べたが，総合科学技術会議等の日本SPSの戦略に期待したい．

SPS発電部の開発課題

SPS太陽光発電システムの要件

大量，低コスト，軽量化が不可欠のSPSとしては，急進展中の民生・地上用太陽電池を如何に転用・発展させて

いくかが大切である．

住宅用や地上大規模事業用と異なり，SPS特有の要素がある．

（１）輸送，展開の技術的容易さ：軌道への輸送時の収納効率が高く，軌道上での展開の容易さから，薄膜構造

のものが望ましい．

（２）システム的な見地から見た低コスト：輸送コストの点と宇宙空間利用の点から面積当たりの出力効率より

も重量当たりの効率が重要．

（３）セルとモジュールの耐宇宙環境性；宇宙放射線による太陽電池セルの劣化は30年で20％以下が目安．高速

宇宙浮遊物すなわちデブリとの衝突対策として故障分離可能なモジュールが必要．

（４）宇宙大電力システムとしての要求：輻射放熱の点から高温動作に強い．構造的には高電圧化の集電系や送

電系との統合化が望ましい．プラズマとの干渉回避のため絶縁被覆が必要．

広く国内での情報交換を密にして民生技術の活用を心掛け，SPS実現の各時期に見合った高効率の薄膜タンデム

太陽電池を選定する．

耐放射線性，プラズマ干渉対策や高電圧化問題は本報告書の別稿に詳しい．

超高効率III-V族太陽電池と集光技術

太陽光の集光

必要な発電電力Pを得るために集光倍率Cの場合の太陽電池の受光面積（図２参照）

Scは
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変換効率η（T），集光倍率Cが高い程，Scは小，必要太陽電池が少なくてすむ．集光倍率が大きくなれば，セル

温度Tも急上昇し，電気に変換できない太陽光の部分が大きくなるので強制放熱が必要．信頼性が確立した候補太

陽電池の集光特性が必要で，最適の集光倍率を求めることになる．

III-V族は電圧が出るタイプのセルで，集光により高効率の良さを生かすことができる．

米国の現状

i）米空軍とNASAの多接合太陽電池のManufacturing Technology Program［８］に基づき，TECSTAR社と

SPECTROLAB等が，２接合，３接合のGa In P/GaAs/Ge宇宙用太陽電池の量産化を進行させている．

TECSTARは１９９８年から３接合を生産，９９年半ばに変換効率２４.５％を達成，２０００年に４×６cmセルで平

均２６％を期待し，影に対する保護用のバイパスダイオードもモノリシック集積化させる［９］．大・中電力衛星

や惑星探査機への使用をねらっている．

超高効率セルの多接合化も進み，AlGaInP/GaAs/Ge等の３接合で２６～３３％の効率，４接合（AlGaInP/GaAs/

InGa AsN/Ge）で３５％が第１６回SPRAT会議で発表された［１０］．

ii）地上用から適用が始められるが，SPECTROLABが３２.３％の３接合セルを高倍率集光の太陽光発電システム

に適用［１１i）］，また米DOEの地上用PVプログラムの２００５年目標は，Ge基板上の３，４接合GaAs太陽電池を用

いて４０％以上，５００倍集光下で４５％の高効率の達成を目指す（図３）．

以上，まず地上用では多接合セルを高倍率の集光方式で利用することが，図４に示すように低コスト化に重要

で，独でも１０００倍の集光への挑戦が報告されている［１１ii）］．

日本の開発課題

集光方式の長所

一般にSPSでも集光システムにより太陽電池アレイ面積は大きく縮小，材料や集電ケーブル重量も減少して，重

量面，変換効率で向上，太陽電池の生産性や資源的にも有利となろう．

図2 太陽光発電ユニット
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ただし太陽指向の自動追尾機構を必要とするので，その追尾精度，技術進歩に応じて，全システムの立場から

信頼性やコスト見込みも含めての比較が重要となろう．１GWシステムの５０倍集光の場合の試算例を表２に示す

［１２］．集光システムの重量，カバーガラス，インターコネクタの重量は考慮せず，a-Si, CIS（CuInSe２）の薄膜

太陽電池では５０μm厚のポリイミド上に形成すると仮定している．

図3 Theoretical and realistically expected conversion

efficiencies of single-junction and multi-junction

solar cells in comparison with experimentally

realized effeciencies. C indicates concentration.

図4 Summary of estimated cost for the concentrator PV

systems vs. concentration ratio.

表2 SPS用太陽電池候補の比較（発電システムに関して）
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日本のIII-V族太陽電池の研究と実用化の能力

i）日本では，豊田工大の山口真史教授グループ等がIII-V族超高効率タンデム太陽電池の研究を１９８７年以来推進

した［１３］．最近の代表成果では，１９９９年にGe基板上の２接合InGaP/GaAsセルで３０.９％の高効率（ジャパン

エナージ），効率２７.６％の２接合AlGaAs/GaAsセル（日立電線）および２接合InGaP/GaAsセルのAM１.５の２０

倍集光で，変換効率３１.５％を実現している（豊田工大，ジャパンエナージ）．

なお将来，転位密度が５×１０５cm－2以下で，結晶粒界を０.０５cm以上に出来れば，Siか金属基板上に３接合の薄

膜多結晶GaAs太陽電池で，集光式により35％以上の効率を，低価格で実現可能の由［１４］．

ii）宇宙インフラストラクチャ研究会では多接合セルの研究・開発に２００１年着手．打ち上げ時BOLの変換効率３２％

以上，EOL(End of Life:1 MeV, 1015e/cm２)の保存率８０％以上を目指す（～２００５年）［５］［１５］．将来，米国か

らの多接合セル入手困難の心配もあり，太陽光集光技術を含め，自主性，自在性の確保が求められる．

iii）以上，米国で超高効率多接合III-V族太陽電池の実用化が進展しているが，世界最高級のデータを有する日本も

宇宙用太陽電池としての実用化の能力を有しているので，実用化技術を集光技術とともに急がねばならない．

実用化課題への対処方針

i）SPSの将来の大規模化を考えると資源や低コスト化は基本条件で，候補各太陽電池の集光特性，最適集光倍率

を求めて，放射線特性等とともにデータ蓄積を行う．

また実装方式では，高電圧化とともに，例えばサンドイッチSPS方式やさらに進んで無線送電部との一体化の精神

で，マイクロ波に変換する「電子管と固体素子組合せ」のMPM［１６］等の特性と適合するユニット化も考える．

また自己増殖的にあるサブユニットの発生電力を自動組立ロボットの電力に活用する等の配慮も行う．

ii）実用化の時期は予算次第となろうが，一応，a-Si薄膜タンデム太陽電池の高効率化，次は集光式III-V族多接合

太陽電池（薄膜化も期待），最後に耐放射線特性の良い薄膜CIS太陽電池の順かと素人的に予感されるが，専門家

の衆知を集めての議論が先で，できるだけ，重点的に問題点を絞り込んで開発計画をねる．

iii）不明要素が多い時は，２つ位の候補が先行研究され，例えば集光器との組合せにつき実現の見通しが得られれ

ば，デモンストレーションの各段階で，集光式III-V族の超高効率多接合太陽電池は，薄膜（タンデムa-SiやCIS）

太陽電池システムとの優劣，特徴，採用時期と問題点，コスト見込みも含めて比較が必須となろう．いずれにし

ても日本SPSの戦略，シナリオに整合する形で太陽光発電部の技術開発プログラム案を専門家でつめたいものである．

最後に論文作成に協力して頂いた池田友紀枝さんに厚く御礼申し上げる．
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日米協力でSPS2000を実現しようという提案について

パトリック・コリンズ＊

＊麻布大学

Abstract : The Chief Scientist of the US Space Transportation Association, Thomas Rogers, floated

the idea in 1999 that US astronauts might be able to help in the deployment of the SPS 2000 solar

power satellite pilot plant. This would alter the initial assumptions of the satellite design (which was

to be launched uncrewed to equatorial orbit at 1100 km altitude), and so would lead to a different

optimum design.  In particular the satellite would be assembled in a lower orbit, and would use

solar-electric power to change its orbit after assembly.Potential advantages of the proposal are that

crewed intervention in the deployment process could reduce the risk of failure of an entirely

automatic deployment system, and such cooperation could widen political support for the project.

It might also be an economically useful activity for NASA to plan for after the assembly of the

International Space Station. Potential disadvantages of the proposal are that the project could

become entangled in NASA's political struggle to survive as a monopoly space agency, and the cost

would be likely to rise many times higher than the original cost target. In order to make progress

towards deciding whether this is a good direction for the SPS team to aim in, there is a need for

some work to be done to design a system for astronaut-assisted deployment in low orbit and

subsequent orbit-raising. If the Japanese team wish him to do so, Dr Rogers has offered to promote

the idea at the political level in the USA.

概　　　　　要

米宇宙輸送協会会長のトム・ロジャーズ氏はSPS２０００の建設に米国の宇宙飛行士を使用する

ことが可能ではないかと考えている．SPS２０００の基本的な考え方は無人での建設なのでこの提

On a Proposal for Japan-US Cooperation to Realise SPS 2000

By

Patric Q. COLLINS＊
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案は論議を呼ぶかも知れない．このアイデアは全てを無人で建設する場合のリスクを回避する

ことができ，また政治的なサポートが得られるかも知れないというメリットがある．また国際

宇宙ステーション後のNASAにとっても有益な活動となりうる．ただし，この場合建設コスト

は高くなるだろう．このアイデアがSPS２０００にとって良いアイデアかどうかを判断するために

は，低高度での有人建設とその後の軌道上昇の技術的可能性についてさらに検討する必要があ

る．もしSPS２０００チームがこのアイデアに賛成すれば，トム・ロジャーズ氏は米国内でこのア

イデアの実現のために運動することを考えている．

重要語：SPS２０００，日米協力，NASA，国際SPSパイロットプラント

ロジャーズ氏の提案

米宇宙輸送協会会長のトム・ロジャーズ氏から以下のような提案があった．彼は，７８歳ぐらいのシニアでアメ

リカの宇宙産業の中で色々な役割を果たしているが，アメリカの宇宙政策のアドバイザーとしても活躍している．

ご存知の通り，国際宇宙ステーションの後，NASAは何をすべきかという問題がある．NASAの現在の長官ゴルデ

ィン氏は火星探査に力を入れようとしているのだが，アメリカの議員たちが反対している．火星へ行くことは経

済的に価値がないので，それより政府は経済的価値のある活動をして欲しいとNASAに要求している．

以前日本の太陽発電衛星研究会代表幹事の松岡先生が様々な関係者に太陽発電衛星に関する論文を送った．昔，

電気工学研究者として太陽発電衛星について論文を書いたロジャーズ氏も松岡先生の論文を読んで，それに興味

を示し，NASAがSPS２０００を実現するために協力してはどうかと考えている．ロジャーズ氏としては日本のSPS

２０００の責任者からの了解がないとこの話は進められないと言っているが，SPS２０００チームがこの提案が役立つ

と考えるなら一緒に進めたいと考えている．

国際SPSパイロット・プラント

ロジャーズ氏はその提案を論文とし，１９９９年５月に第２ドラフトを様々な関係者に配った．１９９９年６月にワ

シントンDCで開かれた宇宙輸送協会の宇宙旅行についての国際シンポジウムに参加した時，ロジャーズ氏と１８

年間NASAの先端プロジェクト部にいた前部長のベキー氏そして現在NASAで太陽発電衛星の研究（１９９９年度予

算は１５億円）を担当しているマンキンズ氏と私は一緒に打ち合わせをして，この提案について話し合った．

まずは当然のことだがスペース・シャトルを使うと赤道上の軌道高度１１００キロまでは行けないので，SPS２０００

というプロジェクトのベースラインを変えないといけなくなるという問題がある．ブラジルのアルカンタラの打

ち上げ場がちょうど赤道上なので，NASAのメインプロジェクトになれば，アルカンタラに新しいスペース・シャ

トルの打ち上げ場を作るというアイディアもある．新しい打ち上げ場を作れば直接赤道上の軌道まで行けること

になるが，それは1千億円以上かかるかもしれない．もう一つの問題は，スペース・シャトルというシステムの寿

命があまり長くないということである．

２０００年にワシントンDCで第２回国際宇宙旅行シンポジウムに参加した際，同じ提案について再びもう少し具

体的な話をした．エンジニアの視点から更に検討が必要だが，SPS２０００の衛星には１０メガワットの太陽電池パ

ネルがあるので，低軌道の軌道傾斜角を持つ軌道から自分のパワーで，例えばイオンモーターかテザーで，SPS２０００

の軌道まで行ける可能性がある．その場合はHIIAもスペース・シャトルも衛星の部材を同じ軌道に打ち上げられ

ると考えられる．SPS２０００はロボットで自動的に組み立てられるが，宇宙飛行士を使うことによって問題が起こ

った際，直すことができるという利点がある．その後，電気推進で適当な軌道まで行けるだろう．衛星の全ての



２００１年３月 日米協力でSPS2000を実現しようという提案について 125

部分の打ち上げで数年間かかるので軌道変更にもう１年かかっても問題はないであろう．

NASAと政界

NASAがこれを実施するには，将来の火星探査に役に立つと言わなければ予算は出ないとマンキンズ氏は考えて

いる．大型のイオン・モーターは火星探査用推進システムにも役立つと考えられるのでNASAでも作ることができ

ると彼は考えている．

NASAは政治的な目的が複雑で，何よりも生き残るための道を探している．生き残る為には火星探査をやらなけ

れば他に方法がないと考えている．なぜなら火星探査以外のことは，結局全て商業化した方がいいからである．

例えばNASAが月面に行っても，それは民間の企業がやった方がいいと言われるので，NASAは民間企業が商業化

できない火星探査をやるしかないと考えるようになった．従って，NASAがSPS２０００を本気で実施することにな

っても色々なリスクが出てくると思われる．

１９９９年と比べ社会情勢は変わってきている．今のNASAの長官の任期は２００１年で終わると言われているが，

新しい長官が誰になるかは次の大統領が選ぶことなのではっきりわかっていない．

SPSについて最近論争があった．特にアメリカで反対派が出てきている．２０００年６月５日のスペース・ニュー

スでNASAがスポンサーとなった研究に対し“Resources for the Future”という米コンサルタント会社が書いた報

告の結論についての記事が連載された．それによると経済的な観点から見ればSPSは望ましくなく，２０２０年まで

SPSは要らないので研究予算も止める方がいいと書かれている．その結論がSPSのパイロット・プラントの話であ

れば間違っているというコリンズの記事も７月３日に掲載された．SPS２０００研究のようなポジィティブなステッ

プがないと米国のSPS研究が１９８０年代のようにまた終わる可能性があると指摘した．

日本の情勢も変わってきている．２０００年，日本の基本エネルギー政策が１０年ぶりに再検討されている．もち

ろん原子力の支持者がまだ強いが，数百人の議員が太陽エネルギー委員会を設立し，それを推進する政策を用意

していると述べている．それはなぜかというと太陽エネルギーが多くの国民の支持を受けているからである．高

くても不便でも人気があれば，それを進めるのが政治家と通産省の役割のはずである．

アメリカも参加することによって政治的な力が出てくる．日本政府から積極的姿勢が出てくるかどうか問題が

あるが，宇宙ステーションのように日本政府はノーとは言えないと思う．そうなるとアメリカも予算を出すので，

日本政府が１００％予算を出すことにはならないであろう．また，H-ⅡAも参加することができれば，赤道上の軌道

に打ち上げられずとも，上記の方法で日本の他の宇宙プロジェクトとも整合がとれるのではないかと思う．

SPS２０００再設計

これはエンジニアが決めることだが，宇宙飛行士もある程度参加すると，自動的に組み立てにくいところでは

彼らが寄与できると思う．しかし，衛星の設計はずいぶん変わってくるだろう．どこまで設計変更が必要かはわ

からないが，半分がNASAのプロジェクトになると宇宙飛行士が参加するために色々な点で設計が変わってくるで

あろう．

例えばNASAの行うプロジェクトは全て莫大な費用がかかる．NASAの様々なプロジェクトを評価すると，

NASAの研究者は企業がやることの１００倍もの費用を使っている．SPSのパイロット・プラントがNASAが生き残

るためのプロジェクトになると建設費は数兆円になってしまうだろう．そうするとSPS２０００の一部の目的が達成

されないこともありえる．そのため，SPS２０００の意味がなくなるのでやめた方がいいと考える人もいるかもしれ

ない．今この問題については判断できないが，今後，新しい政権，新しいNASAの長官の下，ロジャーズ氏の同僚

のやり方を見れば，この問題をある程度判断できるのではないかと思う．
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ロシアの参加も？

その他の可能性として，ミールコープも一緒にやってくれる可能性もある．彼らであればNASAの予算の１００

分の一でできるかもしれない．また，ロシアの宇宙飛行士はNASAと一緒にうまくやれると思う．問題はロシアに

お金がないことである．例えば，ロシアと日本だけの場合，日本が100％負担することになるであろう．日米露が

一緒にやればSPS２０００をH-ⅡAでもスペース・シャトルでもソユーズでも打ち上げられる．

ミールコープのスタッフがテザーでミールの軌道を変えようとしているので，太陽発電衛星も同じことができ

ると言われている．ただし，衛星の高度が高くなるにつれて，磁界が弱くなるのでテザーの推進力も弱くなる．

それに対してはイオン・モーターを使うことができる．マンキンス氏によってたくさんのイオンモーターが作ら

れればその費用は安くなるであろう．

米運輸省

２０００年４月４日，アメリカの運輸大臣がスピーチを行い，その中で宇宙旅行産業を興しその成長を図るため

運輸省航空局の中の商業宇宙輸送局（OCST）の予算を倍にすると述べた．これは今までの宇宙旅行実現について

の見解の中で，政府の一番高いレベルの人が肯定的な意見を述べたことになる．

NASAは宇宙旅行に反対しているが，ロジャーズ氏はNASAと一緒にNP-1998-03-11-MSFCという報告書を作成し，

その中で日本ロケット協会の仕事を高く評価していて，米政府もだんだんそれに気がついてきている．ロジャー

ズ氏が同じように優れていると評価するSPS２０００というプロジェクトにより，宇宙エネルギー利用の実現につい

ても進歩がはかれるのではないかと考えられる．

結　論

優秀な工学者や科学者や法学者などがいい計画をたて，その計画を政府に提案すると予算が出てくるわけでは

ない．残念ながら，事実上，民主主義はそういう理想的なシステムではないのである．政府から予算を出しても

らうには，政府すなわち政治家と官僚のニーズに合わないと駄目なのである．多くの意味のないプロジェクトが

政治家のニーズに合うという理由で予算をもらっている．SPS２０００は優れたプロジェクトとして認められている

が，実現するためには政治的にうまく適応しないといけない．ロジャーズ氏の提案でならこのプロジェクトもう

まく進展して行くのではないかと考えられる．

この提案について，もしSPS２０００のチームが興味を持つのであれば，ロジャーズ氏はもう一つ論文のドラフト

を作り，彼の知り合い，特にアメリカの議員に話をして，今後NASAの重要なプロジェクトとして，支援を得るよ

う努力すると述べている．
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これまでの研究成果の整理と継承
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Classification and succession on research results of SPS2000

By
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＊＊宇宙科学研究所

Abstract :  As the result of study on SPS2000 for about 10 years, available research results have

been obtained by many investigators. These studies lead the research field on SPS using a different

approach from the U.S. SPS reference model. Published research papers and notes on SPS2000

show a possibility of a realistic and low-cost SPS. In particular, the demonstration of the SPS2000

functional model and the beam-builder model is one of many research results. In order to extend

research field of SPS, it is necessary to classify research results of SPS2000, and it is important to

define engineering problems and subjects for manufacturing. In addition, a construction of the SPS

database including classified results of SPS2000 is available to lead specialists and non-specialists to

the research field of SPS. Public support by those people will be the beginning of study of the

realistic SPS.

概　　　　　要

約10年間にわたるSPS２０００の研究の結果，数多くの有益な研究成果が得られ，論文発表や

SPS２０００機能モデルなどのデモンストレーションを通して世界のSPS研究をリードしてきた．

今後，発展あるSPS研究を進めるには，今までの研究成果を整理し，実物を作るための問題点や

残された研究課題を洗い出す作業が必要となる．更に，整理した研究成果を検索参照できるデ

ータベースを構築することにより，専門家や非専門家を問わず多くの人々がSPS研究に参加し，

支持や支援を得ながら研究を継続し継承することができると考えられる．

重要語：SPS２０００，データベース，デモンストレーション，モデル
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はじめに

宇宙科学研究所の太陽発電衛星ワーキンググループの中から誕生したSPS２０００の研究は，１９９０年より始まり

約１０年近くが経過した．遅くとも西暦２０００年までに，最初の軌道上での組立を開始することを目指してSPSの

研究が進められてきたが，現時点で実現の見通しは立っていない．SPS２０００の研究は，アメリカのNASAとエネ

ルギー省が１９７０年代から１９８０年代にかけて行ったSPSリファレンスシステムの研究結果をベースにしている．

しかし，アメリカのSPSリファレンスシステムとは研究の方向性が大きく異なる．SPS２０００は，宇宙開発の一環

としてではなく新エネルギー開発の一環として研究を進め，更に，実現のためにはどのような技術課題をクリア

ーする必要があるのか，実物を作るための研究課題や研究の基本要求を明確にして進める，という特徴を持って

いる．これまでのSPS２０００の研究成果は，論文集や報告書などを通して公表され，日本をはじめ世界のSPS研究

をリードする実績を残している．ここでは，宇宙科学研究所の宇宙エネルギー工学部門をはじめ，複数の大学や

研究機関で行われてきたSPS２０００の研究の動向や成果をまとめ，今後どのように継承して研究を発展させていく

べきかについて述べる．

研究成果の整理

研究成果を振り返る前に，まず根幹となるSPS２０００研究の基本方針や基本要求について述べる必要がある．

１９９０年に開始したSPS２０００の研究は実現性を第一に置いて，本格的な宇宙太陽発電につなげるための実用化プ

ロジェクト，つまり太陽発電衛星の第一号機を目指してスタートした．そして研究の基本要求は以下の７つにま

とめられている．

（１）実現時期：遅くとも西暦２０００年までに最初の軌道上での組み立てが開始されることとする．

（２）技術選択：実現時期までに商業的に使用でき，さらには将来の大規模化にも対応できる技術を比較選択す

る．

（３）コスト基準：地上の発電所が供給する電力に競争できるものとする．

（４）軌道：発電衛星の軌道は赤道上の低高度軌道とする．軌道の保守管理は行わず，制御運用は簡素なシステ

ムとする．

（５）打ち上げ条件：実現時期までに実用化されるロケットによる．

（６）ユーザーの想定：電力の使用者は赤道直下帯の開発途上国の住民とする．

（７）規模と発展性：発電衛星の規模は軌道からの送電能力が１０,０００ｋW程度する．１回の打ち上げごとに送

電量を増してゆき，発電衛星完成後も，より大きなシステムに発展させることができるようにする．

この７つの要求をもとに大学や研究機関で研究が始まり，２０００年７月現在までの研究成果をまとめたものが

表１である．この表は，SPS２０００に関係する研究論文，技術資料，紹介記事等をリスト化し，Rナンバーリスト

と呼ばれるものを研究分野別に整理したものである．表中の基本要求の項目は，研究分野と７つの基本要求の関

連を表している．実際にはリストにまだ登録されていない研究成果も多数あることを付記しておく．表1によれば，

約１０年間近く継続して行われたSPS２０００の研究の中で，総計３０１件の研究成果がまとめられ公表されたことが

分かる．特に，発集電，電力伝送，レクテナと電力供給を中心に精力的に研究が行われている．この中には，SPS

２０００システムの機能モデルの製作を通して生まれた成果が多数含まれている．一方，件数の少なかった打ち上げ

システムの研究分野については，今後のSPSの実現に向けての大きな課題になると思われるので，その詳細につい

て述べる．打ち上げシステムは基本要求の（３）のコストと大きく関わり，SPSを実現するには打ち上げコストを
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劇的に減らすことが大きな命題となっている．現在までに登録されている打ち上げシステムの成果はわずかであ

るが，SPS２０００研究とは直接は関係しないものの，将来SPS実現に大きく影響するであろう研究成果は生まれつ

つある．例えば，日本ロケット協会が進める観光丸のプロジェクト，宇宙科学研究所で実験が続けられている再

使用ロケット実験機などが挙げられる．

SPS２０００の研究では工学的な教育の面からも大きな成果を残している．学生が主体となって机上の概念設計を

具体的にハードウェアの形にし，SPS２０００の実働モデルを地上でデモンストレーションすることも精力的に行っ

てきた．例えば，年１回開かれる宇宙科学研究所の一般公開に合わせて，SPS２０００機能モデル，自動組立装置，

アタッシュケースSPS２０００デモモデルなどを製作し，実物のSPS２０００のシステムに近い形で実演を行ってきた．

図１は，１９９４年に展示した世界で初めてのSPS２０００機能モデルの写真である．太陽に見立てたライトの光を太

陽電池で電気に変換し，さらにマイクロ波に変えて約2m下に配置したレクテナで受信し，模型の灌漑用水のモー

タを回転させるというSPS２０００システム全体の実演の様子である．学生はこれらの研究活動を通してSPS２０００

に関連する研究テーマを見つけ，論文を書くことを行ってきた．その成果をまとめたものが表２である．約１０年

間に学士，修士，博士あわせて５７件の研究論文が発表され，特に衛星システムの発集電と宇宙環境に関連する論

文が多く発表されている．SPS２０００機能モデルや自動組立装置の製作や実演を通して，SPS２０００実現のための

具体的な問題点も明らかになり，大きな成果を残している．

研究成果の継承

今後のSPS研究の発展には，専門家や非専門家を問わず多くの人々が参加し，支持や支援を得ながら研究を進め

る必要がある．例えば一般公開，国際会議，シンポジウムにおけるSPS２０００の研究発表やデモンストレーション

は，基礎技術研究の宣伝と同時に新しいエネルギー開発の１つとしてSPSを紹介し，社会的な認知を得るための良

い機会となる．また継続的にSPS２０００の情報提供やデモンストレーションを行うことで，SPS研究に取り組もう

表1 SPS2000個別研究登録リストに見る研究テーマ
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とする新規の研究者を開拓したり，専門家ではない人々にSPS研究を理解してもらうチャンスを増やすことができ

ると考えられる．SPS研究の詳しい情報を今すぐ知りたいという人々は今後さらに増加すると考えられ，そのため

の情報提供の体制が重要になると思われる．この要求に対応するには，これまでのSPS２０００の研究成果の整理か

ら始まり，SPS２０００の研究姿勢や研究方針を伝え継承していく方法として，図２に示すデータベースの構築が考

えられる．

（１）どこに，SPSの情報があるのか．

（２）どこまでSPSは研究されているのか．

（３）これからのSPSの研究方針はどうなるのか．

これらの質問に応えるためのシステムが図２のデータベースであり，この中に約１０年間に蓄積されたSPS２０００

の基礎技術開発の情報や，まだ残されている技術課題を分類し，まとめておくと研究の目的や方向性が明確にな

表2 宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門卒業生の学位論文の研究テーマ

図1 １９９４年度宇宙科学研究所の一般公開におけるSPS2000機能モデルの展示
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る．新規の研究者にとっては，研究の進捗状況を短時間に把握し，すぐに創造的な研究に取り組めるメリットが

生まれる．また非専門家にとっては，新エネルギー開発の一環として進められているSPS研究の情報を，必要な時

に自由にアクセスできる手段を得ることで，社会的認知を促進することができると思われる．

これまでは，図２の左半分に示すような集会や紙による研究成果の発表を通して，SPS研究の専門家に限定され

た情報が伝達されていたが，今後はインターネットの普及を活用した図２の右半分に示すWWWや電子的出版を

通して情報提供が必要となってくるであろう．例えば，現在のSPS関連のニューズレターはSPS研究参加者のため

の内部資料となっており，刊行物としての引用ができない．そこで一歩前進させて，これまでに蓄積されたニュ

ーズレターの記事を収集整理してPDFファイルにまとめ，WWWを通じて公開すれば日本のSPS研究の認知度が高

まると思われる．また現在試験運用を停止しているSPS２０００のホームページを再開し，情報公開のポリシーまた

は戦略を明確にした上で，WWWを通した情報発信や幅広い意見交換ができる場を作ることも大切となってくる．

そして最も重要なのは，キーワードを入力して必要な情報を容易に取り出すことのできる検索システムをデータ

ベースに組み込むことである．例えばRナンバーリストを検索したり，意見交換のログの中から自分の研究分野と

関連する情報を引き出すことができるシステムがあると，非常に研究活動に役立つと思われる．

まとめ

SPS２０００の研究は，机上のアイデアで終わったアメリカのSPSリファレンスシステムとは異なる研究の方向性

を持ち，実現性を第一に置いて新エネルギー開発の一環として進められてきた．常に，より実物へ近づける研究

を重ね，機能モデルや自動組立装置の製作およびデモンストレーションなどを通して，実現への問題点を洗い出

図2 SPS2000の研究をサポートするデータベースの構築例
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し研究課題を明確にする作業を続けてきた．その結果，世界のSPS研究を先導する成果を数多く残すことができた．

西暦２０００年という節目の年を迎え，更にSPS研究を発展させていくためには，これまでの研究歴史を振り返る意

味で成果の整理を行って現在の研究ポジションを明確にすることが大切となる．更に何年にもわたる研究を継承

し，創造的な研究活動の方向性を明らかにするためにも，これまでのSPS研究の成果を検索参照できるデータベー

スシステムが重要になると思われる．
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1988
3月 宇宙研SPSワーキンググループ発足

1989
8月 28日，10MWストローマン最終案完成
11月 10日，SPS小研究会開催

1990
2月 5,6日，9回宇宙エネルギーシンポジウム，発電衛星

セッションおよび10MWモデル電力伝送に関するパ
ネル等

1991
2月 14, 15日，10回宇宙エネルギーシンポジウム
6月 27-30日，SPS '91にてSPS2000発表，SPS '91賞受賞
9月 Collins博士来所，文部省招へい外国人研究員

（期間1年間）
10月 日経サイエンス11月号の掲示板欄に研究参加者募集

1992
2月 13,14日，11回宇宙エネルギーシンポジウム
3月 25日，企画会議（分科会）
4月 SPS2000News Letter No.1 発行
5月 18th ISTS-Kagoshimaに模型を展示
6月 SPS2000News Letter No.2 発行 27日，国際宇宙大学デザインプロジェクト
7月 25日，宇宙研一般公開，1/50模型を展示，構造用ト

ラス3m型８区画完成展示
8月 SPS2000News Letter No.3 発行，330m型をベースラ

イン化
10月 SPS2000News Letter No.4 発行

9日から第５回TEPIA展に出品
11月 原研高崎研究所にて太陽電池に放射線照射実験
12月 SPS2000News Letter No.5 発行

14日，第２回企画会議および研究報告会（東大山上
会館）マイクロ波ビームの制御基準制定

1993
1月 石川石炭火力発電所見学
2月 SPS2000News Letter No.6 発行

18日，ISY-METS実施，S-520-16号機
24日，東京都消防科学研のロボット見学
27日，西条太陽光発電試験所見学

3月 10,11日，12回宇宙エネルギーシンポジウム
12日，第５回TEPIA展終了

17日，中部電力碧南火力発電所見学
Solar Power Satellite 初版出版
（SPS2000紹介）

4月 SPS2000News Letter No.7 発行，予備研究プロジェ 科研費総合(B)太陽発電衛星システム
クト課題サンプル提案

6月 18日，第３回企画会議（東大先端研）
7月 SPS2000News Letter No.8 発行 5-9日，UNESCO, World Solar Summit, Paris

24日，宇宙研一般公開，実物大トラス，1/3縮尺ト
ラス発電シミュレータ，SPS2000紹介ビデオ等出展
30日，SPS概念計画書（暫定版）発行

8月 Vanke客員教授着任，5ヵ月滞在
10月 SPS2000News Letter No.9 発行
11月 4日，科研費総合(B) SPS研究シンポジウム

20-24日，ソーラーエネルギー展（名古屋国際会議
場）1/300モデル出展

西暦年 月 SPS 2000の項目 関連項目

SPS 2000研究の年譜
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1994
1月 24,25日，13回宇宙エネルギーシンポジウム
4月 レクテナ現地調査に科研費 19th ISTS, Yokohama
6月 国際学術調査用英文パンフレット制作 Pignolet博士着任，３ヵ月滞在
7月 SPS2000News Letter No.10 発行

30日，宇宙研一般公開，システム機能モデル，自動
組立等を出展

12月 15日，フランス，レユニオン県でシステム機能モデ
ルの実演公開（連続運転）を開始，

1995
3月 SPS2000News Letter No.11 発行 8,9日，14回宇宙エネルギーシンポジウム

18日，SFU打ち上げ，H-II-3号機
6月 SPS2000News Letter No.12 発行
7月 SPS2000ホームページ開設（宇宙研初のホームペー 新型転換炉開発中止決定

ジ）
29日，宇宙研一般公開，システム機能モデル改良型
（ジオラマ付），ビデオ改訂版，トラス組立ロボット
等を出展

10月 SPS2000News Letter No.13 発行

1996
1月 20日，SFU帰還，STS-72
2月 8,9日，15回宇宙エネルギーシンポジウム
3月 国際学術調査，インドネシア訪問 Purwanto博士来日，学振研究員
4月 SPS2000機能モデル研究に科研費

平成８年度から10年度までの３年間，佐々木進
30日，レユニオン県での公開実演終了

7月 SPS2000News Letter No.14 発行
10月 北大創立120周年記念，システム機能モデル展示
10月 国際学術調査，モルジブ訪問

1997
2月 26,27日 16回宇宙エネルギーシンポジウム

27日，SPSワーキンググループ解散
7月 SPS2000News Letter No.15 発行
10月 太陽発電衛星研究会発足
12月 ECO JAPAN '97に出展 地球温暖化防止京都会議（COPS 3)

1998
2月 17日，17回宇宙エネルギーシンポジウム
8月 SPS2000News Letter No.16 発行
8月 29日，宇宙研一般公開（パイプ自動組立等）

1999
1月 ８日，第１回SPSシンポジウム（東大）
2月 16日，18回宇宙エネルギーシンポジウム
7月 SPS2000News Letter No.17 発行

19-30日，UNISPACE IIIにSPS2000アタッシェケース
モデル実演
31日，宇宙研一般公開（パイプ自動組立，アタッ
シェケースモデル，川崎研送電アンテナ等）

11月 4,5日，第２回SPSシンポジウム（京大）

2000
2月 18日，19回宇宙エネルギーシンポジウム
3月 SPS2000News Letter No.18 発行
7月 4日，SPS2000シンポジウム（東大）
8月 26日，宇宙研一般公開，システム機能モデル，川崎

アンテナ付実験衛星模型等，出展
10月 26,27日，第３回SPSシンポジウム（北大）

西暦年 月 SPS 2000の項目 関連項目
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ニュースレターの発行履歴

１ １９９２年４月 刊行に際して，宇宙エネルギーシンポジウムとSPS，SPS2000企画会議開催，
SPS2000各種会議予定，SPS2000企画会議打ち合わせ覚え、太陽電池グルー
プ分科会議事録、レクテナグループ分科会議事録（成尾芳博），リファレン
スシステムの概要（１），SPS2000研究に対する意見（松本淳），“The Big
Frogs and the Little Frogs- A Fable, Part 1; If you're gonna start, you gotta start”
(Patric Q. Collins)，トピックス；電力伝送用の電波

２ １９９２年５-６月 SPS2000第18回ISTSに展示，T1文書第１回追加分近く発送，SPS2000各種行
事予定，第１回電力伝送分科会議事録（成尾芳博），第一回構造・組立分科
会議事録（成尾芳博），太陽電池グループ分科会議事録（佐々木進），レクテ
ナグループニュース（パトリック・コリンズ），SPS研究に関する意見（島
津康男），“The Big Frogs and the Little Frogs- A Fable, Part 2; Theory and reality”
(Patric Q. Collins)，トピックス；国際宇宙大学デザインプロジェクト（佐々
木進），SPS2000に関する講演等，最近の報道関係からの問い合わせ

３ １９９２年８月 宇宙科学研究所公開日，今後の行事予定，SPS2000研究状況（長友信人）、
SPS2000スケールモデル製作の報告（井上悟志），レクテナ分科会議事録

（長友信人、パトリック・コリンズ），第３回太陽電池グループ分科会議事録
（佐々木進），SPS2000全体形状の検討の詳細；「三角形フレーム200m型及び
300m型SPS2000衛星の提案とその根拠」（五十嵐巌），DOE/NASA Reference
System(2)，“The Big Frogs and the Little Frogs- A Fable, Part 3; Too many
resources spoil engineers”(Patric Q. Collins)，SPS研究に対する意見等（３）；
宇宙研組合マイクロウェーブ・ガーデン勉強会（宇宙研・技術部・有志），
SPS2000に関する発表等

４ １９９２年１０月 構造用トラス完成，今後の行事予定，国内ニュース・部内ニュース；太陽発
電衛星ワーキンググループ定例会、通産省のSPS委員会、２年度目スタート、

「第１回宇宙ステーション取付型実験モジュール（JEM）利用募集案内」に
ついて，SPS2000研究スケジュール，レクテナ分科会議事録（長友信人、パ
トリック・コリンズ），第２回構造・組立グループ分科会議事録（成尾芳博），
電力伝送分科会打ち合わせ議事録（伊藤精彦），第２回企画会議（SPS2000
研究報告会）での太陽電池グループの発表，ロボットの仕様書，
DOE/NASA Reference System（３），SPS Criticisms by E-mail，SPS講演に対す
る意見，SPS2000関連展示情報，発表講演等，取材

５ １９９２年１２月 アモルファスSi太陽電池の放射線照射実験（成尾芳博），Solar Simulatorを使
った太陽電池特性試験，今後の行事予定，国内ニュース・部内ニュース；
SPSワーキンググループの動向、欧州視察，第４回太陽電池グループ分科会
議事録（佐々木進），第３回構造・組立グループ分科会議事録（成尾芳博），
DOE/NASA Reference System(４)；レクテナ，ISUのデザインプロジェクト

「SSPP」を振り返って（茂原正道），SPS Criticisms by E-mail（2/2），SPS問答
集，CCIRの審議，第36回宇宙科学技術連合講演会におけるSPS2000関連研究
発表，東海テレビからの連絡

No 発　　行　　月 主 な ニ ュ ー ス
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６ １９９３年２月 研究報告会開催（長友信人），今後の行事予定，SPS2000企画会議研究報告
会実行結果，SPS2000企画会議出席者リスト，今企画会議の焦点：マイクロ
波ビームの制御基準設定，重点技術開発項目，ひたすら「構造組立」を考え
る（長友信人），見学報告：西条太陽光発電試験所、西条太陽光発電試験所
に関する質問と回答（長友信人、佐々木進），見学記：石川石炭火力発電所

（成尾芳博），CCIRマイクロ波周波数割当に関するクエスチョン原文とそれ
に関するリポート；“Question 20-1/2, Characteristics and Effects of Radio
Techniques for the Transmission of Energy”,“Report. 679-2, Characteristics and
Effects of Radio Techniques for the Transmission of Energy from Space”，論説：
国際宇宙大学（ISU）デザインプロジェクト報告を読んで（パトリック・コ
リンズ），報道/発表等

７ １９９３年４月 第３回企画会議開催に際して（長友信人），テピア盛況裏に閉幕，今後の行
事予定，SPS関連ニュース；METS-ISY実験成功、宇宙エネルギシンポジウ
ム開催、宇宙太陽発電小型衛星で理科実験，予備開発研究プロジェクト考；
立候補課題ケース１：「太陽電池展開実験」立候補課題ケース２：「山岳へ
の送電実験」（平山寛、柴田哲裕、中川隆俊）、「SFU宇宙マイクロ波送電実
験」立候補課題ケース３：「1/10スケール地上試験モデル」（平山寛、佐藤
崇文）立候補課題ケース４：「送電技術供与」（石井忠司），「マイクロウエ
ーブカントリー」立候補課題ケースX：SPS太陽電池小型試験衛星（田中真）、

「SPS部品材料試験用小型衛星」，ひたすら「構造組立」を考える，その２
（成尾芳博），中部電力碧南火力発電所見学記（成尾芳博），四国電力世界最
大級の集中型太陽光発電実験設備撤去，日米フィルムプロジェクトについて

（成尾芳博），新刊紹介“SOLAR POWER SATELLITES - the emerging energy
option -”, editors: P. E. Glaser, F.P. Davidson and K.I. Csigi，修士論文テーマ，
研究発表・講演等

８ １９９３年７月 第３回企画会議開催，今後の予定について，SPS情勢の新たな展開，第３回
企画会議議事録，SPS2000の基本的な問題点：コスト，技術開発計画書

（S2-T2）の作成方針，計画検討資料（S2-T2）について，SPS2000建設ロボ
ットの機能試験（平山寛），SPS2000主構造トラスの実物大モデルの製作

（平山寛），SPS2000紹介ビデオ（一般公開用）（長瀬徹也），宇宙研一般公
開：SPS2000展示案内（田中真），CCIR見直し案，SPS欧州動向調査参加記

（佐々木進），WPT' 93会議報告，輸送コストについて，DC-X完成間近，報道
/発表等

９ １９９３年１０月 最近の発電衛星研究の動向，宇宙研公開日にSPS2000出展，'93一般公開来場
者とのSPS2000に関する問答，SPS2000評判記，「一般公開における発電シミ
ュレータについて」（城戸、中川、柴田），「ＳＰＳ実物大トラスを製作して
解ったこと、及び今後の課題」（平山寛），'93一般公開用ビデオ製作に関す
るまとめ（長瀬徹也），バンケ教授によるSPS2000のマイクロ波ビームの設
計計算，ロシア情報，DC-X試験飛行開始，SPS2000が引用などされた講
演・記事，各種催し物へのSPS2000の出展，ビデオ「未来を拓くSPS2000」
の貸出

No 発　　行　　月 主 な ニ ュ ー ス
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１０ １９９４年７月 SPS2000この一年，宇宙研公開日のご案内，宇宙研一般公開SPS2000展示；
SPS2000システム機能モデル（太陽電池、送電アンテナ、レクテナ）、自動
組立技術（平山組），太陽発電衛星SPS2000建設システムの技術課題と研究
の現状（長友信人），国内情勢，SPS2000紹介に対する反響，原研体験記

（城戸、柴田），科研費情報，特別講演会のご案内「プログレスによるズナミ
ヤの展開実験（グイ・ピニョレ），環境にやさしい技術キラリ：ソーラーエ
ネルギー展始まる，DC-Xのガバーツ博士来日，ビデオとレクテナ調査用パ
ンフレット完成，出版・講演発表等，

１１ １９９５年３月 機能モデルの完成の意義，宇宙研一般公開SPS2000展示；システム機能モデ
ル配置図（関本）、会場でのQ&A:展示説明者の学生のメモより（田中真）、
展示説明文「太陽発電衛星SPS2000計画から生まれた技術開発研究」、展示
の製作に参加した学生諸君の成果と感想、後輩へのアドバイス（田中真），
SPS2000モデル製作裏話（成尾芳博），ステラ・マチュチナ農業・工業博物
館での展示に関する資料（Museum Agricole et Industriel de Stella Matuttinaと
宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門の間の相互協定），レユニオン島で
のSPS2000モデル展示とワークショップ特集，WPTワークショップ：公式プ
ログラムと実際に起こったこと（成尾芳博），国内ニュース；宇宙研：太陽
発電衛星ワーキンググループ、SPS2000インターネット構想，科研費情報，
研究発表等，SPS2000に関する引用話題など，研究参加者からの便り

１２ １９９５年６月 SPS2000ホームページ開設のお知らせ，SPS2000世界をまわる，1995年度宇
宙科学研究所一般公開研究報告：SPS2000上のロボットに対する日照条件

（概算）、SPS2000機能モデル用電圧リミッタの製作（平山寛），1994年度宇
宙科学研究所一般公開の成果と感想，ピギーバック方式による小型衛星の打
ち上げ，ピニョーレさんからのE-mail，SPS合同談話会報告，国際学術研究
によるレクテナ現地調査中間報告（パトリック・コリンズ），SPS2000のレ
クテナの受電特性について（志摩健），国内ニュース；マイクロ波の送電実
験開始、トマトの接ぎ木全自動化、太陽光発電衛星用の電池、太陽光発電，
科研費情報，研究発表等

１３ １９９５年１０月 一般公開総合報告；SPS2000展示全体図、概要、マイクロ波受電システム、
ロボット組の展示内容と作業工程、成果と感想，北大日記（SPS2000モデル
２号機の設計と製作），SPS2000電気機能モデルの製作研究と卒業研究

（佐々木進），来年の予定（長友信人），第15回NEDO事業報告会に出席して
（長友信人），ピニョーレさんからのメール，レユニオン展示報告，「エネル
ギーの歴史展」終了，海外ニュース；NASA、太陽発電衛星を再検討，国内
ニュース；エネルギーニュース：新型転換炉「断念を」，データベース紹介，
研究発表等，研究参加者からのお便り，太陽発電衛星SPS2000概念概要寄付
報告

（英語版） Meaning of Completion of SPS2000 Demonstration Model, Student Participation in
the ISAS Open House Demonstration 1995, Letters from Overseas, Feild Research
Report of Tanzania and Papua New Guinea (Patric Collins), Information on the
Establishment of SPS2000 Home Page

No 発　　行　　月 主 な ニ ュ ー ス
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１４ １９９６年７月 インドネシア国際学術調査とプルワント博士の来日，宇宙科学研究所一般公
開，「SPS2000モデル研究に科研費！」，SPSをテーマにした昨年度の卒論報
告と今年度の卒論予定，新聞のニュースより；温暖化、人間が原因、来年の
温暖化対策国際会議、福島原発施設内で被ばく、携帯電話　健康に影響か，
SPS2000で四苦八苦レビュー：自動組立：この一年（長友信人）、電力ビー
ムの困難さ?高効率・低コスト・大量生産の現状（成尾芳博），SPS2000の国
際化と未来改革（パトリック・コリンズ），半分まできたSPS2000（長友信
人），インドネシア訪問記（パトリック・コリンズ），サチャ・ワカナ大学に
おけるSPS2000プログラム（プルワント），SPS2000ホームページの現状と反
響，研究参加者からのお便り，研究発表等

１５ １９９７年７月 SPS2000システム機能モデル；地球温暖化防止京都会議での展示へ，「地球
温暖化防止京都会議（COP3）とは・・・」，科研費ニュース，'96年度宇宙
研一般公開におけるSPS2000展示内容とその目的，'96一般公開記録（田中真），
SPS2000環境公募研究提案を支援，SPS2000機能モデルに関する打ち合わせ
メモ，海外研究者からの便り，研究参加者からの便り，一般公開の反響，研
究発表等

１６ １９９８年８月 近況報告；宇宙研ワーキンググループの解散、太陽発電衛星研究会の発足、
宇宙エネルギー工学部門の動き、超低コストの宇宙輸送（長友信人），'98年
度一般公開展示（予告）自動組立機械，科研費基盤研究（Ｂ）による
SPS2000の電気機能モデルの研究状況（佐々木進），SPS2000レクテナ現地調
査－モルジブ調査報告書カバーレターより－（松岡秀雄、パトリック・コリ
ンズ），COP3:地球温暖化防止京都会議；宇宙太陽発電の実現に向けて（東
大先端研・松岡研究室），超低コスト宇宙輸送システムの実現に向けて（成
尾芳博），太陽発電衛星ワーキンググループ略史年表，海外研究者からの便
り，研究参加者からの便り，研究発表等

１７ １９９９年７月 「もっと、もっと実物を」（長友信人），'99年度一般公開展示予告，“SPS2000
Attache Case Demonstrator”(Guy Pignolet),“UNISPACE- III: PLANET EARTH!”
(Guy Pignolet)，「巨大な一歩を踏み出し始めた世界の中のSPS2000」（松岡秀
雄），海外研究者からの便り，科学研究費補助金によるSPS2000の実証的研
究（佐々木進），超低コスト宇宙輸送系実現に向けて（成尾芳博），SPS2000
タスクチームの活動と成果とりまとめについて（長友信人），研究発表等

１８ ２０００年３月 「ついに2000年になった！」（長友信人），「NASAの最近のスタディの中で
のSPS2000」（佐々木進），平成11年度宇宙科学研究所一般公開の報告，“The
SPS-2000 Attache Case Demonstrator”(Guy Pignolet)，SPS2000現地調査「11カ
国目のガボンへ」（パトリック・コリンズ），「“SPS91”AWARDとSPS2000」

（伊藤精彦），“SPS2000- THE BEST WAY TO DEMONSTRATE; THE
POSSIBILLITY TO DELIVER CLEAN AND CHEAP ENERGY FROM SPACE
FOR USE ON EARTH”(Vladimir A. Vanke)，「学生から見たSPS2000の研究」

（平山寛），「邯鄲の夢か、SPS2000」（松岡秀雄），「SPS2000からの展開－予備
研究開発プロジェクト」（佐々木進），「SPS2000とインターネット」（成尾芳
博），コンチネンタルエアライン機内誌「jibaou」抜粋－「宇宙（そら）にい
ちばん近い場所」，SPS2000デモンストレーションモデル展示のご案内（田
中孝治），SPS2000研究成果とりまとめについて（佐々木進），研究発表等

No 発　　行　　月 主 な ニ ュ ー ス



２００１年３月 SPS２０００ホームページとビデオ制作 139

SPS２０００ホームページとビデオ制作

SPS２０００タスクチーム

SPSを実現するためにはパブリック・アクセプタンスだけでなくパブリック・サポートを得ることが必要であ

る．このためSPS２０００タスクチームでは，一般の人がSPSの情報に自由にアクセスできることを目指して，イン

ターネットでの情報発信や研究紹介のためのビデオ作成を試みてきた．以下にその概要を報告する．

Ｉ．ホームページの製作

SPS２０００ホームページが試験運用を開始したのは１９９５年５月のことである．インターネットという言葉が日

本のマスコミに取り上げられるようになったのが，１９９４年の暮れ頃からであるから，１９９５年の前半といえば社

会的にはまだまだインターネットの持つ潜在能力を測りかねている時期であった．そんな中でSPS２０００タスクチ

ームはインターネットの持つ可能性，情報公開性にいち早く着目し，ホームページ公開の準備を１９９５年の年明け

から開始し，５月に試験運用に漕ぎ着けたのであった．

当時はホームページを作成するソフトも閲覧するソフトも開発過程にあり，ホームページの公開に至るには厖

大な時間と知識，それに機材を必要とした．なによりも障害となったのが，ホームページを公開するコンピュー

タがUNIXベースのワークステーションでなくてはならないということであった（現在はその様な制約はない）．

従って準備は，まずワークステーションの操作方法を学ぶことから始めねばならず，続いてホームページ作成言

語であるHTML（Hyper Text Markup Language）や画像ファイルの変換方法を学び，その上で文字コードの変換

やファイル転送といった諸々の操作にも精通しなければならなかった．それでもチャレンジすることになったの

は，SPS２０００タスクチームが宇宙研の一般公開以外に一般大衆にSPSを知らしめる有効な方策を見いだせずにい

たからであった．

１９９５年３月，SPS２０００タスクチームはホームページの開設に先立って，SPS２０００研究の母体であるSPSワー

キンググループに対して「インターネットを用いたSPS研究情報の発信」を提案した．しかし，インターネットは

当時まだ，コンピュータ好きの学生のお遊び程度にしか見られていなかったこともあり，提案に対するワーキン

ググループ出席者の反応は必ずしも芳しいものではなかった．「確かに情報発信は大切だが，果たして研究者が貴

重な時間を割いてまで取り組むべき課題かどうか」，「そんな時間があったら論文を書いた方がいいのではないか」，

「どこまで情報を公開するか，著作権の問題をどうするか」等々，様々な意見が出され，結局ワーキンググループ

として合意を形成することはできなかった．その結果，SPS研究全般について情報発信することはあきらめ，とり

あえずSPS２０００タスクチームがSPS２０００の範疇で試験運用することになったのである．

その後の準備に費やされた時間とエネルギーを考えると，ワーキンググループにおける議論は当を得ていたよ

うにも思える．しかしその後，インターネットは誰もが予想しない速度で進化し，わずか数年で人々の生活にし

っかりと入り込んでしまった．結果論ではあるが，インターネットを使って情報発信しようとした着想自体はき

わめて先見性があったと言ってよいだろう．さて，インターネットに対する認識が前述のような時代であったか

ら当然といえば当然であるが，当時，宇宙研のホームページなどは存在するはずもなく，かくして試験運用で立

ち上げた「SPS２０００ホームページ」が，宇宙研初の公設サイトになったのであった．

試験運用開始当時のオープニング画面と利用の手引き，内容目次を資料１に示す．「利用の手引き」を改めて読

んでみると，インターネット上での情報公開にかける意気込みのようなものが感じられる．目次に示した公開内

容はSPS２０００タスクチーム内で十分に吟味され，関連する研究分野の先生方に原稿の執筆をお願いすることにし

た．
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ホームページをより多くの人に見てもらうには，検索サービスを提供している会社にホームページのURL

（Uniform Resource Locator）と概要を連絡すればよい．しかしSPS２０００ホームページは試験運用であったため，

そのような連絡は行わなかった．それにもかかわらずインターネット利用人口が増えると共にホームページの閲

覧者が増え，SPSに関する意見，質問が国内外から寄せられるようになった．また国内外からリンクの申し出がい

くつか寄せられもした．そしてついには，SPSについて論じた国外研究者の論文の参考文献としてSPS2000ホーム

ページのURLが記載されるまでに至ったのであった．しかしながら試験運用中，常にとまどいがあった．一面識

もない方たちから寄せられる意見，質問，依頼にどこまで対応すべきか．「対応する必要はないだろう」とする意

見もあったが，ホームページ公開の意義をSPS実現に向けたパブリック・アクセプタンスの形成とするならば無視

することはできないと考え，可能な限りの対応を試みることにした．しかし結果的にはそれが災いし，奪われる

時間とエネルギーに反比例して，ホームページ維持に向けた気力が担当者から失われていってしまったのである．

また前述のワーキンググループでの議論と公開後の反響が呪縛となり，「やたらなことは書けない」との思いがそ

れに拍車をかけることになった．更にワークステーションを使いこなす上でブレーンとなってくれた大学院生の

卒業が追い打ちをかけ，その後発生したハードディスクのトラブルが引導を渡した形になり，１９９８年４月に３年

間にわたる試験運用を終了したのであった．

結局，SPS２０００ホームページは試験運用のみで終了してしまい本運用には至らなかった．その原因は，理想に

燃え完璧さを求めすぎたために最終的に手に負えなくなってしまったという個人の資質に起因する問題と，時代

を先取りしすぎた点にあったように思える．現在ならば当時の数分の一の労力でコンテンツを用意することが可

能である．しかし，問い合わせに対する対応を含め，何をどこまで公開するか，そしてどのような体勢でホーム

ページを維持し，更新を図っていくか，これらについて関係者間で事前に十分話し合い，合意しておくことが大

切である．そうでなければ二の舞になってしまう．必要以上に完璧さを求めてはならない，これがホームページ

を試験運用して得られた教訓である．また，「途中でやめるなら最初からやらない方がよかった」という声も耳に

した．しかし，やってこそ分かったことも多い．ホームページの内容が見る人の興味を引くものであれば，宣伝

などしなくても自然に閲覧者が増え，世の中に広まっていくものであることもわかった．パブリック・サポート

を得ようとする我々にとって，この事こそ望むところであったはずである．当たり前のことであるが，良質なコ

ンテンツをいかにして継続して提供していくことができるか．これがSPS２０００ホームページ再開に向けての課題

といえる．

最後にインターネット・サーバの立ち上げに協力して下さった田中真（現東海大助手），平山寛（現九州大助手）

両氏に心から感謝いたします．またホームページ作成に当たって，原稿執筆を快く協力して下さったCollins先生

や静岡大の山極先生を始めとする多くの研究者の方々に，この場を借りて厚く御礼申し上げます．

ホームページ試験運用期間：１９９５年５月～１９９８年４月

公開当時のURL：http://spss.isas.ac.jp
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II．ビデオ制作

SPS２０００研究紹介用ビデオは１９９１年から１９９７年にかけて日本語版を７本，英語版を４本制作した．いずれ

も宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門に在籍した大学院生と学部生が中心となってインハウスで制作したも

のである．制作したビデオテープは宇宙研の一般公開で上映されたほか，希望者にはビデオテープを貸与する形

でSPS２０００研究の啓蒙活動に利用されてきた．表１に制作した研究紹介用ビデオの一覧を示す．また，以下に主

なビデオの仕様と内容について記述する．

１．日本語版ビデオ

Ver.２.２J 太陽発電衛星SPS２０００ １９９１年９月制作 １９分

英語版Ver.２.１Eと同様の内容 ナレーター：五十嵐巌

Ver.４.０J 未来を拓くSPS２０００ １９９３年７月制作 １３分

宇宙研一般公開用ビデオ ナレーター：石井忠司

Ver.２.２JはSPS２０００の概念紹介用に制作したもので，研究者募集のお知らせが入っている．このビデ

オは製作したのが１０年前であり，映像としての出来はお世辞にもよいとはいえない．しかし，１９９１年に

パリで開催された「発電衛星に関する国際シンポジウム」で発表したビデオ（英語版Ver.２.１E）の日本語

版であり，従来の研究とSPS２０００研究の違いについてわかりやすくまとめてある．太陽発電衛星に関する

研究を理解するには是非とも見ていただきたいビデオである．なお，このバージョンのビデオは，日本語

版だけで２１巻複製され，希望者に貸し出された．

Ver.４.０Jは，SPS２０００概念計画書の発行と時期を同じくして制作されたものである．日本語版ではこ

れが最終バージョンとなっている．１９９３年時点での各分野の研究進捗状況が盛り沢山に紹介されている．

英語版Ver.４.１Eの元ネタとなったバージョンである．

２．英語版ビデオ

Ver. ２.１E Solar Power Satellite １９９１年９月制作 ２０分

SPS'９１プレゼンテーション用ビデオ　　ナレーター：五十嵐巌

Ver. ４.１E Tapping Energy from Space １９９４年５月制作 １５分

赤道諸国行脚の旅用ビデオ ナレーター：石井忠司

Ver. ５.１E Tapping Energy from Space １９９７年１２月制作 ７分

エコ・ジャパン９７（COP３協賛イベント）ビデオ　ナレーター：成尾恵美子

Ver. ２.１Eは１９９１年にパリで開催された「発電衛星に関する国際シンポジウム」でSPS２０００を紹介す

るために制作したものである．このバージョンのビデオは，SECAM，PAL，MESECAM の方式に変換され，

それぞれフランス，ドイツ，ロシアの研究者に貸し出された．NTSC方式のものを含めると，本ビデオは

１２巻複製された．ちなみにSPS２０００に関する研究は，１９９１年の同国際会議（５年に１回開催される）

において論文賞（SPS'９１）を受賞した．受賞にはこのビデオも一役買ったと思われる．

Ver. ４.１Eは，その後の研究の進捗状況を盛り込んだもので，松岡，コリンズ両先生が赤道諸国行脚の

旅に初めて出かけるときに制作したものである．研究現状が結構盛沢山に紹介されており，タスクチーム
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の「勢い」を感じさせるビデオである．なお，このビデオの後半には赤道諸国への長友先生のメッセージ

が収録されている．このビデオはPAL，SECAM，MESECAM，M-PAL，NTSCなど各国の録画形式に変換

され，英語版だけで２６巻複製された．従って，SPS２０００研究紹介用ビデオとして国外に最も多く出回っ

ているバージョンである．

Ver. ５.１EはVer. ４.１Eをエコ・ジャパン用に短く編集し直したものである．COP３（地球温暖化防止

京都会議）参加者を意識して編集したものであるため，それまでのバージョンとはちょっと色合いが違っ

ている．しかし，SPSに余りなじみのない方にとっては，それなりにお勧めのバージョンといえる．赤道諸

国行脚の旅の結果として，レクテナの候補地も幾つか紹介してある．また，最後のタイトルバックには，

１９９６年度の宇宙研の一般公開においてデモンストレーションされたトラスビームビルダーが紹介されて

いる．本ビデオは８巻複製された．

いずれのビデオも著作権上の問題は全てクリアーしており（特に、Ver.３以降のビデオは、実写、動画、音楽

とも全てオリジナルのものを使用している）、ここに示したビデオの著作権はSPS２０００タスクチームに属してい

る。問い合わせは下記まで。

宇宙科学研究所衛星応用工学研究系宇宙エネルギー工学部門

E-mail: sps@newslan.isas.ac.jp

なお、著作権の関係もあるため、貸与したビデオテープは返却をお願いしている。どのテープも最低2回は貸し

出されており、貸与先は、複写されたビデオテープの本数×2か所以上と考えてもらって差し支えない。

最後に、１９９０年度から１９９３年度にかけて宇宙科学研究所宇宙エネルギー工学部門に在籍した学生諸氏にはビ

デオ制作に際して大変お世話になりました。この場を借りて厚く感謝の意を表します。

表1 制作したビデオの一覧表
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SPS２０００関連研究文献リスト

個別研究一覧

SPS２０００の研究が開始されてから西暦２０００年で約１０年が経過したが，この間，研究参加者によって数多く

の個別研究が行われてきた．以下に，概念計画書発行以降にタスクチームに届けられた文献の一覧を示す．到着

順にＲ＋ナンバーを付けたため，必ずしも時系列順に並んではいない．また，SPS全般を対象にした研究論文や解

説文，あるいは雑誌等に掲載されたSPS２０００の紹介記事等も含んでいる．ここに示した文献リストは「SPS２００

０関連研究文献リスト」としてデータベース化され，分野別，著者別の検索が可能になっている．なお，［R-01］

から［R-097］までの９７編の論文については，概念計画書（暫定版）１.３.４項「個別研究一覧」に示されている

のでここでは割愛した．

［R-098］伊藤精彦：電力の無線電送に関する二，三の話題，テレビジョン学会誌，Vol. 46，No. 12，pp. 1532 - 1539，1992年12月

［R-099］伊藤精彦：宇宙太陽発電衛星の構想，平成5年電気情報関連学会連合大会講演論文集，B-3，pp. 77-83，1993年8月

［R-100］大宮　学，堀口健一，伊藤精彦：マイクロ波電力伝送用アンテナ素子の開発，1993年電子情報通信学会秋季大会，B-40，

pp. 2-40，1993年9月

［R-101］神保博之，大宮　学，伊藤精彦，藤原暉雄，安井英己，矢代裕之：マイクロ波電力伝送用フェーズドアレーアンテナ，

1993年電子情報通信学会秋季大会，B-42，pp. 2-42，1993年9月

［R-102］小林康徳：宇宙発電システムの現状と問題点，宇宙における発電システムと排熱技術に関する調査研究分科会報告（機

械学会），1993年9月22日

［R-103］吉岡廣剛，佐藤崇文，益子昌也，佐々木進，河野　汀，堤井信力：ＳＰＳと宇宙環境との相互作用実験，第13回宇宙エ

ネルギーシンポジウム，pp. 5-8，1994年1月24－25日

［R-104］趙孟佑，小野泰宏，河野　汀，佐々木進：イオンビーム照射によるＳＰＳ用絶縁フィルムの帯電・放電現象，第13回宇

宙エネルギーシンポジウム，pp. 9-12，1994年1月24－25日

［R-105］田中　真，佐々木進，矢守　章，横田俊昭，太田正廣，遠山文雄：レールガン衝突実験によるフレキシブル太陽電池の

耐デブリ評価，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 13-15，1994年1月24－25日

［R-106］佐々木進，成尾芳博，長友信人：SPS2000関連研究報告，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 67-70，1994年1月

24－25日

［R-107］後川昭雄，佐々木進，森田洋右，大西三千年，城戸邦彰，柴田哲裕，中川隆俊，依知川祥一：SPS2000用太陽電池の試

験，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 71-74，1994年1月24－25日

［R-108］Vladimir A. VANKE: AN OPTIMIZATION OF THE MICROWAVE TRANSMISSION SYSTEM FOR SPS LIKE SPS 2000，

第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 75-78，1994年1月24－25日

［R-109］大宮　学，堀口健一，伊藤精彦：SPS2000用送電アンテナ素子として使用するキャビティ付スロットアンテナの開発，

第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 79-82，1994年1月24－25日

［R-110］伊藤精彦，大宮　学，小川恭孝：SPS2000用スペーステナのフェーズドアレーアンテナによる構成，第13回宇宙エネル

ギーシンポジウム，pp. 83-86，1994年1月24－25日

［R-111］成尾芳博：SPS2000スペーステナの機械設計と組立方式，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 87-92，1994年1月

24－25日

［R-112］Ｐ・コリンズ，松岡秀雄：SPS2000レクテナ候補地の現地調査について，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 93-

96，1994年1月24－25日

［R-113］橋本保成，長瀬徹也，田中　真：SPS2000予備研究プロジェクトの提案(1)，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp.
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97-100，1994年1月24－25日

［R-114］成尾芳博，平山　寛：SPS2000予備研究プロジェクトの提案(2)，第13回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 101-106，

1994年1月24－25日

［R-115］M. Nagatomo, S. Sasaki and Y. Naruo: Conceptual Study of A Solar Power Satellite: SPS2000, 19th International Symposium

on space Technology and Science, ISTS-94-e-04, May15-24, 1994

［R-116］Naruo Y., Omiya M. and Itoh K.: Design and Construction of Spacetenna of Solar Power Satellite, SPS 2000, 19th

International Symposium on space Technology and Science, ISTS 94-e-05, May15-24, 1994

［R-117］Fukuzawa S., Nagatomo M. and Modi V. J.: On the Constructional Methodology and Dynamical Formulation for the

Proposed Solar Power Satellite SPS 2000, 19th International Symposium on space Technology and Science, ISTS 94-e-06,

May15-24, 1994

［R-118］Kiyohiko Itoh, Manabu Ohmiya and Yasutaka Ogawa: A Phased-Array Antenna for Spacetenna of SPS2000, 19th

International Symposium on Space Technology and Science, ISTS 94-e-07, May 15-24, 1994

［R-119］Sasaki S., Ushirokawa A., Morita Y. and Tanaka M.: Investigation of Solar Cells for Solar Power Satellite SPS 2000, 19th

International Symposium on space Technology and Science, ISTS 94-e-29, May15-24, 1994

［R-120］Ｍ. Нагатомо, С. Сасаки, Й. Наруо, В.А. Ванке: Работы Института косм

ических исследований Японии в области космической энерге

тики, Успехи фиэических наук, Т. 164, Ｎо. 6, Июнь 1994, June, 1994

［R-121］大宮　学，神保博之，堀口健一，伊藤精彦，藤原暉雄，安井英己，矢代裕之：SPS2000用送電アンテナシステムの基礎

実験概要，平成5年度電気関係学会北海道支部連合大会，202，p. 241，1993年10月

［R-122］堀口健一，大宮　学，伊藤精彦，神保博之，藤原暉雄，安井英己，矢代裕之：SPS2000用送電アンテナ素子として使用

するキャビティ付スロットアンテナの諸特性，平成5年度電気関係学会北海道支部連合大会，203，p. 242，1993年10月

［R-123］神保博之，堀口健一，大宮　学，伊藤精彦，藤原暉雄，安井英己，矢代裕之：SPS2000用送電アンテナシステムのビー

ムステアリング特性，平成5年度電気関係学会北海道支部連合大会，204，p. 243，1993年10月

［R-124］伊藤精彦：宇宙太陽発電衛星人類の繁栄と地球環境との調和，衛星通信研究，No. 48，（財）国際衛星通信協会，1994

年3月

［R-125］大宮　学，堀口健一，伊藤精彦：SPS2000 スペーステナ用キャビティ付スロットアンテナに関する実験的考察，1994年

電子情報通信学会春期大会講演論文集，B-62，pp. 2-62，1994年3月

［R-126］大宮　学，神保博之，堀口健一，小川恭孝，伊藤精彦：太陽発電衛星におけるマイクロ波電力伝送のためのビーム制御

システム，電子情報通信学会技術研究報告，SAT94-31，RCS94-45，pp. 19-24，1994年7月

［R-127］P. Q. Collins: Benefits of electricity from space for rapidly advancing countries, 5th ISCOPS, June, 1993

［R-128］松本　紘：宇宙太陽発電，高圧ガス，Vol. 30，No. 7，通巻280号，p. 33，1993年7月1日

［R-129］長友信人：化学，Vol. 48，August，通巻507号，pp. 533-534，1993年8月1日

［R-130］工藤　勲：宇宙太陽発電について，エネルギーレビュー，第13巻，第8号，pp. 9-12，1993年7月20日

［R-131］P. Q. Collins: THE PROMISE OF ELECTRICITY FROM SPACE FOR WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT, ENERGEX

93, October, 1993

［R-132］福澤修一朗，V. J. Modi：建設ロボットによる太陽発電衛星 SPS 2000 の建設について建設タスク分析とロボットシステ

ム設計案，第9回宇宙構造物シンポジウム，pp. 76-79，1993年1月13－14日

［R-133］佐々木進：太陽発電衛星と月資源利用，日本惑星科学会誌「遊星人」，第3巻，第1号，pp. 20-29，1994年3月25日

［R-134］山川裕司：太陽発電衛星について，教材ニュース（本誌および解説版），第1651号，日本写真新聞社，pp. 1-4，1994年1

月5日

［R-135］M. Tajima: RESEARCH ACTIVITY ON HIGH TEMPERATURE ELECTRONICS AND ITS FUTURE APPLICATION IN
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SPACE EXPLORATION IN JAPAN, Transactions of Second International High Temperature Electronics Conference, pp. I-

29-33, June 5-10, 1994

［R-136］佐々木進：SPS2000プロジェクトの概要，日本機械学会第72期全国大会，フォーラム12太陽発電衛星の技術課題，F12-

(1)，pp. 138-139，1994年8月17－20日

［R-137］伊藤精彦：SPS2000におけるマイクロ波送受電システム，日本機械学会第72期全国大会，フォーラム12太陽発電衛星の

技術課題，F12-(2)，pp. 140-141，1994年8月17－20日

［R-138］パトリック・コリンズ：太陽光発電衛星の経済性，日本機械学会第72期全国大会，フォーラム12太陽発電衛星の技術課

題，F12-(5)，pp. 145-147，1994年8月17－20日

［R-139］平山　寛，石井忠司，吉田浩充，小笠原正和，成尾芳博，長友信人：エネルギー消費を設計パラメータとする自動組立

機械の考察，第38回宇宙科学技術連合講演会，1C5，pp. 75-76，1994年10月31日－11月2日

［R-140］後川昭雄，黒澤雅門，小峰信彦，関本容子，佐々木進，森田洋右，大西三千年：SPS2000用太陽電池の耐宇宙放射線性

実験（第２報），第38回宇宙科学技術連合講演会，3B7，pp. 399-400，1994年10月31日－11月2日

［R-141］田中　真，仲川　敦，配島一浩，小峰信彦，関本容子，黒澤雅門，Guy Pignolet，成尾芳博：SPS2000機能モデル製作

を通じた工学教育の成果，第38回宇宙科学技術連合講演会，3B8，pp. 401-402，1994年10月31日－11月2日

［R-142］佐々木進，小山孝一郎：理工学実験技術開発の現状について，第17回宇宙ステーション利用計画ワークショップ，1995

年1月18日

［R-143］後川昭雄，佐々木進，森田洋右，大西三千年，黒澤雅門，小峰信彦，関本容子：SPS2000用太陽電池の放射線環境試験，

第14回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 1-4，1995年3月8－9日

［R-144］配島一浩，河野　汀，小笠原正和，佐々木進：SPS2000のプラズマ環境下における材料劣化の研究，第14回宇宙エネル

ギーシンポジウム，pp. 5-8，1995年3月8－9日

［R-145］趙　孟佑，仲川　敦，河野　汀，佐々木進：イオンビーム照射によるSPS用絶縁フィルム上の帯電・電放電現象（２），

第14回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 9-12，1995年3月8－9日

［R-146］成尾芳博，大宮　学，伊藤精彦，Guy Pignolet：SPS2000システム機能モデル，第14回宇宙エネルギーシンポジウム，

pp. 13-17，1995年3月8－9日

［R-147］大宮　学，堀口健一，大野哲生，伊藤精彦：SPS2000用送電アンテナ素子の実験的検討および理論解析，第14回宇宙エ

ネルギーシンポジウム，pp. 18-21，1995年3月8－9日

［R-148］Tadashi Ishii, Hiroshi Hirayama, Yoshihiro Naruo: Application of Robots Directly Powered by Solar Cell Array to the

Construction of SPS2000, 第14回宇宙エネルギーシンポジウム，pp. 22-25，1995年3月8－9日

［R-149］成尾芳博：フランスレユニオン島における無線送電実験のケーススタデイ，第14回宇宙エネルギーシンポジウム，pp.

26-30，1995年3月8－9日

［R-150］パトリック・コリンズ，松岡秀雄：SPS2000レクテナ現地調査（タンザニア）中間報告，第14回宇宙エネルギーシンポ

ジウム，pp. 31-35，1995年3月8－9日

［R-151］Guy Pignolet: THE SPS 2000 PROJECT RESEARCH ON POWER FROM SPACE FOR EQUATORIAL COUNTRIES, IAF

Education Committee Bulletin, Vol. 94-2, p. 5, September 2, 1994

［R-152］パトリック・コリンズ：太陽発電衛星の実現に向けて，東京大学全学自由研究ゼミナール講義録「地球環境の哲人」，

第5章，松岡編著，ミオシン出版，1995年

［R-153］P. E. Glaser and R. S. Leonard: Solar Energy Systems for Industrialization, Space Power, Vol. 13, No. 3 & 4, pp. 246-247,

1994

［R-154］宮崎藤治：21世紀に新たなエネルギー革命 SPS(太陽発電衛星)構想に再び脚光，冷凍空調設備，第22巻，第1号，通巻

242号，pp. 8-13，1995年1月15日

［R-155］日産自動車株式会社宇宙航空事業部：マイクロ波電力送電用アンテナの技術検討，平成4年度宇宙科学研究所業務委託
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成果報告書，1993年3月

［R-156］日産自動車株式会社宇宙航空事業部：SPS2000 送電部の試作検討，平成5年度宇宙科学研究所業務委託成果報告書，

1994年3月

［R-157］日産自動車株式会社宇宙航空事業部：マイクロ波電力送電技術検討，平成6年度宇宙科学研究所業務委託成果報告書，
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