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宇宙システムと情報処理技術

測衛星は 5 ～ 7 年，気象衛星・通信放送衛星は 15
年以上にわたり正常に動作することが要求されてい

宇宙システムは打ち上げ時に使用するロケット，宇

る．一般の地上システムと異なり，打ち上げ後の衛

宙空間において地球観測，通信・放送，測位等のミ

星修理はスペースシャトルにより実施されたハッブ

ッション提供を担う人工衛星（宇宙セグメント）
，人工

ル宇宙望遠鏡等の特殊な事例を除きほぼ不可能であ

衛星を地上より監視・制御するための地上運用管制

る．このため，各種衛星には打ち上げ後，衛星シス

システム（地上セグメント）および，人工衛星からの

テムの状況を自動的にモニタ管理し，異常検出時に

各種情報を処理・利用するためのデータ処理システム，

は冗長系への切り替え，機能の再構成処理を自動実

利用端末（ユーザセグメント）より構成されている．

施する機能が搭載されている（本機能を FDIR（Fault

ここで，宇宙セグメントである人工衛星はそれ自

Detection, Isolation & Reconfiguration）と呼ぶ）
．

体が独自の情報処理システムである．人工衛星は地

特に，惑星探査のための深宇宙探査衛星，ローバ

球観測衛星等の地球周回衛星，気象衛星・通信放送

ー等においては，地球との通信に片道数十分以上要

衛星等の静止衛星等に区分することができる．地球

するため，搭載機器の動作状態や周囲の状況を基に

観測衛星は高度数百 km，気象衛星・通信放送衛星

惑星観測，地表移動を実行するためのより高度な情

は赤道上空高度 3 万 6 千 km（静止軌道）の宇宙空

報処理機能（自律化技術）が必要となる．

間において運用される．また，打ち上げ後，地球観

一方，表 -1 に示す通り地上セグメント，ユーザセグ
メントにおいてもさまざまな情報処理関連技術が活用

区分

情報処理技術の活用対象例
・飛行管理機能

宇宙セグメント
・人工衛星

・コマンド・テレメトリ処理
・飛行モード管理
・FDIR

地上セグメント
・地上運用管制システム

されている．特に，ユーザセグメントにおける情報利
用は宇宙システムの利活用を核に，今後の関連産業
規模の拡大，新規産業の創出が期待される分野であ
る．衛星による観測画像，測位情報の高度利活用に

・運用計画のスケジューリング

向け，いわゆる，地理空間情報と結びついた大規模

・衛星状態のモニタリング

な情報処理システムが構築されつつある．

（マンマシンインタフェース）
・異常発生時の対応処理
・観測衛星データ処理

以下，各セグメントにおいて活用されている代表的
な情報処理技術に関し，概説する．

・一次補正，高次処理
ユーザセグメント
・データ処理システム
・利用端末

・観測衛星データアーカイブ
・保存，検索，配信処理
・高精度測位処理
・高精度測位利用
・地理空間情報利用

表 -1
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宇宙システムにおける主要な情報処理技術
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宇宙セグメントにおける情報処理
技術
♦♦人工衛星の構成
人工衛星は姿勢制御，通信，電力維持および，熱
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機能

衛星システム
バスシステム系

①

③

①電源系

コマンド・
テレメトリ処理

②推進系

ミッション系

③構造系
通信・放送ペイロード

飛行モード管理

ション運用（観測等）を行う
・システムおよび，各機器の動作状態を

合成開口レーダ等

モニタし，動作状態の異常を検知する
異常検知分離再構成 ・異常検知時には地上への通知とともに冗
(FDIR 機能 )
長系への機器切り替えを自動実施する
・システム維持に影響を与える場合には，

制御等，衛星としての基本機能を実現するために必要

必要に応じ，サバイバルモードへの自

となる「バスシステム系」と，通信・放送，測位信号

動遷移を行う
・姿勢制御

の送信，光学機器・レーダによる地球観測等，衛星
の利用目的（ミッション）に応じ搭載される「ミッショ

システム制御

ン系」により構成される．図 -1 に人工衛星の構成例
を示す．

は，地上からの指示に従い，システム，
ミッション機器の動作モード変更，ミッ

光学センサ

人工衛星の構成例

かかわるモニタ情報をテレメトリとし
・あらかじめ決められたロジック，また

測位信号ペイロード

図 -1

ステム・機器動作を制御する
・システムおよび，各機器の動作状態に
て編集し，地上に伝送する

③熱制御系

②

機能概要
・地上からのコマンド（指令）を受けシ

①姿勢制御系
①通信系・データ処理系

01

衛星の姿勢を適切な範囲に維持する
・熱制御
各機器温度を適切な範囲に維持する

表 -2

飛行管理機能の役割

ここで，バスシステム系，ミッション系を構成する
搭載電子機器は打ち上げ時の環境，軌道上での宇宙

に示す．

環境に対し，十分な耐久性を有する必要がある．ロ

表 -2 に示す通り，飛行管理機能には地上から衛星

ケットによる打ち上げ時には約 15G の加速度が加わ

への各種指示の実行，衛星状態にかかわる各種情報

るほか，ロケット音響による振動，衛星分離時の衝

の地上への伝送のため，コマンド・テレメトリ処理機

撃等にも耐える必要がある．また，軌道上において

能が用意されている．

は日照，日陰に伴う温度変化（最大で− 200℃～＋

一方，地 球周回衛星の場合，各地の地上局より

100℃の温度範囲を周回衛星の場合 1 日に 15 サイクル，

衛星が見える時間（可視時間）は約 10 分程度であ

静止衛星の場合 1 年に 88 サイクル変動）
，放射線等

る．人工衛星はロケットからの分離後，太陽電池パド

の影響に耐える必要がある．

ルを展開し，所定の初期姿勢を自動確立する．その

搭載電子機器においては上記を考慮した部品選定，

後，運用軌道への軌道変更を行い，バスシステム系，

実装設計を行うとともに，打ち上げ時の環境，軌道

ミッション系の軌道上での機能性能確認試験完了後，

上での宇宙環境を模擬した各種地上試験（振動試験，

定常運用に移行する．これら一連の動作すべてを可

衝撃試験，熱真空試験等）により，耐久性の検証が

視時間の限られた地上の監視下で実施することは不

なされている．

可能であり，衛星の飛行モード管理機能により自動実

♦♦人工衛星の飛行管理機能
人工衛星システムの動作状態管理，搭載機器の制

施することが必要となる．
FDIR 機能は異常の検知，機器の切り替えに加え，
電力の急激な低下等，システム機能維持が困難に陥

御および，異常発生時における対応を含め，衛星全

った場合，サバイバルモードへの自動移行処置を行う．

体の情報処理を司る仕組みとして，飛行管理機能が

ここで，サバイバルモードとは衛星システムの維持お

搭載されている．飛行管理機能の主要な役割を表 -2

よび，異常状態からの復帰に必要となる最低限の機
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器以外をすべてオフにし，地上運用
コマンド処理部

によるシステム機能回復を待つため
の飛行モードである．
現状の人工衛星においては FDIR 機

テレメトリ処理部

衛星運用管制局

等の一次処置の自動実行である．障
害の発生した要因は，テレメトリをベ
ースに衛星設計者を交え地上で分析・

運用計画部
・バスシステム運用計画
・ミッション運用計画
・ネットワーク運用計画

軌道決定部

能の目的はあくまでもミッション継続，
システム維持に必要な機器切り替え

衛星運用管制部
・コマンド生成
・テレメトリ監視

ミッションデータ
受信部

ミッションデータ
処理部

ミッションデータ
保管・配信部

ミッションデータ
受信局

図 -2

地上運用管制システムの構成

検討し，処置決定後，コマンドにて衛
星側に送られ，最終処置を実施する必要がある．これ

することになる．この目的のため，運用計画部におい

ら地上作業負荷の低減，作業の確実化・迅速化に向け，

て，衛星の挙動を制御するためのバスシステム運用

人工知能技術（AI）を含む最新の情報処理技術の導入

計画，観測するセンサを制御するためのミッション運

が期待される．

用計画等を作成する．特に近年は，センサの分解能
や衛星の機動性の向上（姿勢変更を行い一定時間に

地上セグメントにおける情報処理
技術

多地点を観測）に伴い，衛星の姿勢制御，センサ運

♦♦地上運用管制システムの構成

運用する等，運用管制システム自身も複雑化・高度化

地上運用管制システムは，衛星の状態監視とミッシ
ョン遂行を行うための衛星運用管制部，衛星の維持
管理，観測等の運用手順を計画するための運用計画

なりつつある．さらに，こうした衛星を複数統合的に
が進んでおり，運用者の負荷を軽減するため，運用
計画機能の大幅な自動化が図られている．
一方，立案した計画に基づき衛星を運用する場合，

部，衛星の取得した画像等のミッションデータを受信

衛星の状態をいかに迅速に把握し，対応処置を行え

し，必要なデータ処理を実施するための，ミッション

るかがポイントとなる．図 -3 に示す通り，衛星の状態

データ受信部，処理部等より構成される．図 -2 に地

把握のため，マンマシンインタフェースを考慮した情

上運用管制システムの構成例を示す．

報集約型のモニタ画面が用意され，運用管制に供さ

宇宙航空研究開発機構（JAXA）においては衛星運

れている．

用管制局を国内（勝浦，増田，沖縄）に 3 局設置し，

一般に衛星運用に長く携わっている経験者がテレ

海外 4 局（パース，マスプロマス，キルナ，サンチアゴ）

メトリを見た場合，そのトレンドから故障の前兆を

との連携によるグランドネットワークを構築している．

予測し，前倒し対処ができることが指摘されている．

♦♦地上運用管制システムにおける情報処理
衛星の運用を行う場合，あらかじめさまざまな制

656

用，大容量観測データの記録や伝送の管理が複雑に

テレメトリのトレンド情報をベースに故障予測，予測
運用を行う技術は今後の情報処理上の課題の 1 つで
ある．

約条件の下で運用計画を立案し，それに基づき，運

また，通常，衛星運用は事前に準備された衛星運

用指示を与える必要がある．たとえば地球観測衛星

用手順書に基づき実施されている．運用手順書は正

の場合，種々のユーザからの観測要求（観測してほし

常に動作した場合のノミナルケース対応の手順書に加

い地点，時間，頻度等）を取りまとめ，衛星の飛行

え，システムレベル，機器レベルでの異常発生時に対

位置に基づく電力リソース，地上局への観測データの

処するためのオフノミナルケース対応の手順書が多数

伝送条件等を考慮し，整合のとれた観測計画を立案

用意される．これらは事前に運用訓練を実施すること

情報処理 Vol.56 No.7 July 2015

宇宙システムについて─宇宙システムにかかわる情報処理技術─

01

により修得し，運用者が対処することが
原則ではあるが，複雑な事象発生時には，
衛星システム・搭載機器の設計者を交え
た検討が必要とされる．
一方，HTV（H-IIB Transfer Vehicle/ 宇
宙ステーション補給機）のようなランデ
ブ宇宙機においては，運用管制に瞬時
の判断が求められる．HTV は宇宙ステー
ションへの物資補給を担う宇宙機であり，
種子島宇宙センターより打ち上げ後，宇
宙ステーションに自動接近し（｢ランデブ｣
と呼ぶ）
，宇宙ステーションのロボットア

図 -3

マンマシン IF を考慮した運用画面の一例（当社，Birdstar）

ームにより捕獲・係留後，物資の移送が

運用手順自動チェック画面

なされる．こうしたランデブ宇宙機におい

START

テレメトリ自動チェック画面

ては，接近中の判断の遅れ，誤りが宇宙

3.1
投入軌道データ受領

ステーションとの衝突等，破局的事象をも

打ち上げ管制センターよりHTV
投入軌道データを受領したか

たらす可能性がある．現在，異常時対応
を含む，十分な運用訓練の積み重ねによ
り，安全運用が行われているが，情報処
理技術の活用により運用者を支援するシ
1）

ステムの研究も別途行われている ．図 -4
に支援システム画面の例を示す．本シス
テムは運用手順書に従いテレメトリ内容

3.2
投入軌道確認
打ち上げ管制センターより取得
した HTV 投入軌道情報を確認
HTV の投入軌道は正常か？
（ランデブ軌道計画を変更する
必要はないか？）
3.3
GPSR初期化
用コマンド作成
（B/U）

3.2‐A1
軌道判定

投入軌道情報を基に，GPSR
初期化
用コマンドを作成
（B/U）

投入された軌道からISS への
ランデブが可能か？

END

の妥当性を自動判断するとともに，異常
発生時には対応する異常時運用手順を瞬
時に分岐表示し，運用者の判断を支援す

（注）
GPSR：GPS 受信機
B/U：バックアップ
ISS：宇宙ステーション

るものである．
衛星の運用管制は運用経験に加え，運
用手順，システム・搭載機器に対する多

ランデブ軌道計画
の変更が必要

図 -4

3.1‐A1
トラブルシュート
分離していない場合は打ち上げ管
制センター側でトラブルシュート
その他の場合は地上設備側で
トラブルシュート

再突入軌道投入準備
（ISS へのランデブは行わない）

3.2‐A2
（B/U）
GPSR初期化
用コマンド作成

3.2‐A1‐A1
軌道判定

投入軌道情報を基に，GPSR
初期化
用コマンドを作成
（B/U）

緊急軌道高度上昇を行う前に，
GPS 絶対航法確立を行う時間は
あるか？

3.2‐A3
緊急軌道高度上昇
軌道高度上昇マヌーバ用のパラ
メータを作成

3.2‐A1‐A2
GPSR初期化
用コマンド作成
（B/U）
投入軌道情報を基に，GPSR
初期化
用コマンドを作成
（B/U）

ランデブ宇宙機用運用支援システムの例

大なナレッジが必要とされる分野である．
確実な運用管制の実施，運用者負荷低減の観点から，

の軌道データ，姿勢データを基に，観測衛星画像に

データマイニング，ディープ・ラーニング等，高度な情

含まれる歪みを除去する補正処理（レベル 1 処理と呼

報処理技術の活用が期待される．

ばれる）が実施され，その後，利用分野ごとに各観
測センサの特性に応じた高次処理が実施される．観

ユーザセグメントにおける情報処
理技術

測衛星画像の利用分野は広範であり，地球環境の監

♦♦観測衛星画像のデータ処理

広域性（広い地域を観測可能），均質性（同一のセン

観測衛星の画像処理においてはセンサ情報，衛星

視，防災・危機管理，地球資源の把握，陸域・海洋
監視等多岐にわたるが，宇宙から観測することによる
サで観測），周期性（一定の時間間隔で衛星が上空に
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飛来した際に定期的観測が可能）
，継続性等（長期間

ザが理解しやすい形式で提示するための付加価値処

にわたる観測が可能）の利点を活かし，データの蓄積，

理技術等を挙げることができる．

変動の把握が行われている．
観測衛星画像の利用分野においては，画像自体の

♦♦測位情報の高度利用

処理に加え，蓄積された大量の画像データを活用す

現在，2018 年からのサービスインを目標に準天頂

る観点からも情報処理技術が重要である．図 -5 に示

衛星システムの整備が進められている．準天頂衛星

す通り，各機関・企業等に分散保管されている大量

システムは日本を含むアジア・オセアニア地域を対象

の画像データを検索，活用するためのクラウド技術，

とした地域測位システムである ．他の衛星測位シス

観測衛星画像に含まれている多様な情報を各種ユー

テムにはない準天頂衛星システムのユニークな特徴は

2）

cm 級の高精度測位補強サービスの提供で
ある．本サービスは GPS および，準天頂
運用

衛星による通常測位で得られた位置情報を，
準天頂衛星より別途送信されている位置補

データ受信
観測

レベル０データ

データ処理
(基本的な処理）
レベル 1 データ
「濃淡」や「歪み」補正等

公共用途，
ビジネス用途，
研究用途等
での利用

図 -5

観測衛星画像処理の流れ

データ処理
(付加価値処理）

保存

正情報を使用することにより，日本国内で
数 cm 級での位置決定を可能とするもので
ある．図 -6 に示す通り，地理空間情報の

データ検索
注文，提供
地図と重ね合わせるための
補正や，土地や大気などの
さまざまな情報を抽出

利活用の観点から，高精度測位情報の活
用がさまざまな分野で検討されている．

〈本特集（p.652）にてカラー画像掲載〉

建設分野への適用検討

電子基準点と準天頂衛星の連携

準天頂衛星

バリアフリーの高度化

鉄道分野での適用

農業分野での適用検討

3 次元位置情報を活用した
サービス基盤検討

災害時の避難誘導

観光での
高度な経路案内

自動運転（車） インフラ連携
準天頂衛星を活用した
課金システム（ロードプライシング）

公共施設のメンテナンス

図 -6

658

船舶運航分野での適用検討

準天頂衛星による高精度測位情報活用 〈本特集（p.652）にてカラー画像掲載〉

情報処理 Vol.56 No.7 July 2015

地域活性化への適用検討

自動運転（車） 自律運転

宇宙システムについて─宇宙システムにかかわる情報処理技術─

パーソナル
ナビゲーション 防災・減災

動的情報

社会インフラ
維持管理

動的情報

安全運転支援
自動運転

変状情報

動的情報

01

準天頂上衛星システムによる cm 級の高精度測位
情報，3 次元地図情報基盤が，自動運転・パーソナ
ルナビ・IT 農業等のさまざまな分野において情報処
理システムを介し結びつくことにより，新たな利用・
4）

店舗情報

気象情報

設備・構造

交通規制
情報

ランドマーク

ランドマーク

ランドマーク

ランドマーク

ビル等

非常口等

歩行ネット
ワーク

地形

標識等

地形

新産業の創出が期待される ．

今後への期待

標識等
車線
中心線等

３次元レーザ点群＋画像＋各サービス分野で
3 次元レーザ点群＋画像＋サービス分野で
共通して使用するベクトルデータ
共通して使用するベクトルデータ
絶対精度：10～30cm，相対精度：1cm
絶対精度：10～30cm、相対精度：1cm

宇宙システムを構成する３つのセグメント（宇宙・
地上・ユーザ）において活用されている情報処理技
術の現状を概説した．衛星システム，衛星搭載機器，
衛星運用にかかわる大量のナレッジをいかに効率的・
確実に取り扱うか大きな課題であり，先進的な情報

図 -7

3 次元地図情報基盤の概念

さまざまな分野で高精度な測位情報を活用するた
めには，要求される精度と同等以上の位置精度を有
する 3 次元地図が必要となる．現在，産業競争力懇
談会（COCN）において，
「3 次元位置情報を用いたサ
ービスと共通基盤整備」プロジェクトが立ち上がって
3）

いる ．図 -7 に示す通り，高精度測位利用アプリケー

処理技術の適用が期待される分野である．
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ションの実現のため，これまで整備が進められてきた
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2 次元地図から，高精度な 3 次元位置情報を含んだ
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地図への進化が検討されており，共通的に利活用可
能な 3 次元地図情報基盤の整備を目指している．
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