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自己紹介 
 1950年 大阪府出身 

 1973年 東北大学工学部卒業、国鉄入社 

 1986年 宇宙開発事業団に転職 

 2001年 宇宙3機関統合でJAXAに移行 

 2004年 文部科学省科学技術政策研究所 
 推進ユニット（ものづくり・社会基盤・フロンティア＝海洋・宇宙・地球）リーダー 

 2011年 JAXA定年退職、再雇用 

 2016年 JAXA再雇用終了 

 現在 自宅で世界の宇宙開発動向調査 

 JST中国研究交流センターに3か月ごとに定点観測「中
国の宇宙開発」を寄稿。現在（その７） 



1. はじめに 
    1969年（50年前）-1970年のできごと 

 7月、アポロ11号が世界初の有人月着陸に成功 

 10月、宇宙開発事業団（特殊法人）発足 

 11月、ドイツが米国ロケットにより初の衛星軌道投入に
成功（世界で8番目） 

 1970年2月、東大宇宙航空研究所が日本初の衛星「お
おすみ」の打上げに成功（衛星は世界で9番目、独自
打上げは4番目） 

 4月、中国が初の衛星「東方紅1号」の打上げに成功
（衛星は世界で10番目、独自打上げは5番目） 

 

 



2. 「世界初」の重み 

 中国は1970年の初の衛星打上げ以来、長らく米国、ロ
シア、欧州、日本に次ぐ5番目の宇宙開発国で、6番目
のインドよりは高い水準にあった。 

 現在は、総合技術力で日本を追い抜いたことは確実。
まだ米国、ロシア、欧州のキャッチアップが続いている
分野が多い。 

 その中で、１つでも世界初の成果を出せれば、フロント
ランナーの仲間入りを果たせる。 

 中国は「月の裏側着陸」に必要な、月の裏側からの送
信を可能にするという「世界初」を達成し、宇宙強者に
近づいた。 

 



3.中国の宇宙開発の目的 

 1949年、中華人民共和国成立→中国共産党政権 

 毛沢東の指示 「両弾一星」（核爆弾・導弾・衛星） 

 →国防力強化と民生向上で先進国の仲間入りを目指す。 

 2015年、国家安全法・宇宙インフラ整備計画 

 →宇宙インフラを守ることは国家安全にとって必須。 

 2018年12月、世界初の月の裏側着陸 

 →国威発揚だけではない（宇宙強国への重要なステップ） 

 2020年、「小康社会」実現を目指す（宇宙インフラの利用） 

 2049年、建国100周年に宇宙強国となる（有人火星飛行） 



4. 嫦娥計画 
 「嫦娥」（Chang’e）は中国の神話に出てくる女性の名前。

仙女からもらった不死の薬を飲み、月に昇ったという。約
2000年前、後漢の時代に石に描かれた絵「嫦娥奔月」が
残っている。（北京の国家天文台に雕塑（レリーフ）あり） 

 

 

 

 

 

（参考：中国の宇宙開発事情（その2）有人宇宙飛行） 



4.1 月の表と裏 
 月は自転周期と地球公転周期が全く同じで、常に地球
に同じ面を見せている。裏側は起伏が激しい。 

 

 

 

 

 

 

          

 

月の表側しか見えない      嫦娥4号の着陸場所 



4.2 嫦娥4号は三歩走の第2段階 
 米国やロシアも実現できなかった月の裏側着陸。地球
から全く見えないので、着陸機との通信もできない。 

 中国は地球－月系第2ラグランジュ点（EML-2、月の向
こう側約60,000km）付近に配置するデータ中継衛星「鵲
橋」（Queqiao）を2018年5月に打上げ。12月に「嫦娥4
号」を打ち上げ、2019年1月3日に月の裏側着陸に成功。 

 月の裏側は地球の電波が届かず、電磁気的に静かな
世界で、宇宙背景マイクロ波放射の観測に適している。 

 現地での地中探査で地下構造などを探査。 

 動植物実験を行い、綿花が発芽。 

 

 



4.3 月は太陽から見ると蛇行して公転している 
 1か月で地球は約8000万km移動する（太陽までの距離の約半分）。 

月は地球に引きずられるように蛇行しながら進む。「鵲橋」は月の後方6万km付近に

ある。嫦娥4号と地球の通信距離は約50万km。    

   ←地球・月の進行方向 

  

 

 

 半月   新月     半月     満月       半月 

（後方） （太陽に近い） （地球の前方）（太陽から遠い）（地球の後方） 

           

           太陽               
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鵲橋 
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◎ 
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• 質量：425kg 

• 軌道：地球－月系第2ラグランジュ点 

  （EML-2）を周回するHalo軌道。 

・ ミッション機器  

   ①直径4.2mの送受信用アンテナ 

   ②中継装置 ③低周波観測装置（NCLE） 

• 打上げロケット：長征4C（GTO 1.5t、地球脱出軌道は初） 

• 射場：西昌衛星発射センター（長征4型で初） 

5月20日（日本時間21日6:28）打上げ成功 

 

百人一首 かささぎの 渡せる橋に 置く霜の 白きを見れ
ば 夜ぞふけにける（中納言家持） 
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鵲橋 



4.5 地球－月系ラグランジュ点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地球－月系（EM）のラグランジュ点は5か所、L1～L3は地球と月を結ぶ直線上。                                      

①EML-1 地球と月の間 地球から約32.2万km 

②EML-2 月の外側 地球から約44.6万km（月から6.2万km） 

③EML-3 月からみて地球の外側の月公転軌道上                                    

④EML-4 地球・月を底辺とする正三角形の頂点で月に先行する月公転軌道上 

⑤EML-5 地球・月を底辺とする正三角形の頂点で月に追随する月公転軌道上 11 

月 

地球 



4.6 嫦娥4号を月周回軌道に投入 



4.7 嫦娥4号と玉兎2号 
  月面に着陸した嫦娥4号      玉兎2号を放出 

 



4.8外国が提供した嫦娥4号・鵲橋・龍江の機器 
 嫦娥4号 

  ドイツの月中性子・放射線量検出器（LND） 

  スウェーデンの中性原子検出器（ASAN） 

 鵲橋 

  オランダの低周波観測装置（NCLE） 

 龍江（鵲橋と同時に打ち上げた月周回天文観測衛星） 

  サウジアラビアの 

  小型光学月撮像装置 

    



５．嫦娥4号・鵲橋の技術のルーツ 

 主要な要素技術は通信衛星・大型ロケット・着陸技術。 

①衛星は構体系・電力系・通信系・推進系・誘導制御系・  

 ミッション系などの組み合わせ。軌道設計と目標軌道へ  

 の投入に沿った飛行技術。 

②「嫦娥4号」の打上げロケットは長征3B（長征三乙） 

③着陸は目標地点の選定・衛星の減速・自律制御による 

 降下と最終着陸場所の選択など経験の積み重ねと事 

 前のシミュレーションが重要。 

 



5.1 人工衛星の技術 
 人工衛星の主なミッション 

①観測 ②通信 ③有人宇宙飛行 ④微小重力実験  

⑤ロケットの性能評価 

 人工衛星バスの主要な要素 

①構体系 

②熱制御系 

③電力系 

④推進系 

⑤誘導制御系 

⑥TT&C（遠隔計測・追跡・指令）系 

 



5.1.1 人工衛星の軌道 

 地球を周回する衛星の軌道は、地球の中心を含む平面
上の楕円形である。（月も同様） 

 地球の自転と同じ周期（23時間56分）で周回する衛星の
中で軌道傾斜角0度（赤道面）のものは「静止衛星」と呼
ばれる。（時速1万ｋｍで飛行） 

 南北の極付近を通過する衛星の軌道は「極軌道」と呼
ばれ、軌道傾斜角は90度前後。 

 射場から真東にロケットを打ち上げると、軌道傾斜角が
射場の緯度に等しい周回軌道になる。 



5.1.2 ミッション種類別の中国の主な衛星 
（ ）内は衛星数 計461機 

 地球観測衛星 高分(12)・遥感(57)・資源(6)・CBERS(4)・海洋（5）・ 

           風雲(17)・雲海(6)・返回式衛星(22)・天絵(5)・ 

           環境(3)・高景(4)・碳衛星(1)・吉林(9)・ 

           珠海(6)・張衡(1)・その他(18)           計176 

 通信放送衛星 中星(17)・Asiasat(9)・APStar(7)・天鏈(5) 

            ABS(3)・その他(26)                  計67 

 航行測位衛星 北斗（48）                       計48 

 宇宙科学衛星 嫦娥(5)・悟空(1)・慧眼(1)・墨子(1)・その他(13)計21 

 有人宇宙飛行 神舟（11）・天舟（1）・天宮（2）           計14 

 技術試験衛星 実践(33)・試験(5)・その他(97)          計135 

 



5.1.3 中国の年間衛星打上げ数の推移 
        1970年―2018年 

  

累積 
 

1970  1980  1990  2000  2010  2019年 

 



５．２ 大型ロケット技術 

 長征3Aの能力では質量が増大した外国製の通信衛星
の打上げができなくなった。 

 長征3Bは1段にブースター4基を取り付け、打上げ時5ト

ン級の大型静止衛星が打上げ可能になった。（同時期
の日本の最大性能はH-2の4トン） 

 長征3Aと長征3Bの中間の性能を有する1段ブースター2
基の長征3Cも開発した。 

 最近は6トン級の通信衛星が増加しており、新系列の長
征5型で世界最大級の打上げを目指している。新型衛星
バス「東方紅5型」も開発した。 



5.2.1 世界のロケット打上げ数比較 
（静止衛星打上げ実績のある国） 

国名 ロシア 米国 欧州 日本 中国 インド 

2015年まで 3218 *1 1609 259 97 230 48 

内失敗数 208 144 13 8 13 10 

2016-2018年 52 82 33 17 78 19 

内失敗数 2 0 0 0 2 1 

打上数合計 3426 1691 292 114 308 67 

失敗数合計 210 144 13 8 15 11 

成功率 93.9% 91.5% 95.5% 93.0% 95.1% 83.6% 

*1：ロシアにはシーロンチ社の打上げを含む。 
 注：打上げ失敗数にはロケットの不具合による予定軌道への投入失敗を含む。  
   初期失敗（初号機成功以前の打上げ失敗）は含めていない。 



5.2.2 長征3B型ロケット初号機の失敗 
 1984年、長征3型ロケット（GTO1,340kg）初打上げで技術
試験衛星「実用通信衛星T1号」の軌道投入に失敗。同
年の「実用通信衛星T2号」で中国初の静止化に成功。 

 1992年、長征2型ロケットに補助ブースター4基を取り付
けた形 （捆綁型）の長征2E型ロケット（GTO3,460kg）によ
り、オーストラリアの静止通信衛星Optusの打上げに成
功。 

 1996年、国際通信衛星機構（INTELSAT）の「Intelat 708」
衛星（4,180kg）を搭載した初の長征3B型ロケット
（GTO5,100kg）は、打上げ直後にロケットの姿勢が変わり、
地上に墜落、数名が死亡。2016年のプロトンロケットの
失敗の様子とよく似ており、加速度計を上下逆に取り付
けたためにロケットが姿勢を変えようとしたことが失敗原
因とみられる。 



5.2.3中国が打ち上げた外国の商業静止通信衛星  
国名・国際機関名 衛星名 打上げロケット 

英領香港 APStar、Asiasat 長征3 

米国 Echostar 1 長征2E 

オーストラリア Optus（3機中1機は軌道投入失敗） 長征2E 

インテルサット Intelsat 708（打上げ失敗、数名死亡） 長征3B 

フィリピン Agila 2 長征3B 

ナイジェリア NigComSat 1（軌道上不具合）、同1R 長征3B/G2 

ベネズエラ Simon Bolivar 1 長征3B/G2 

インドネシア Palapa D1（基本成功、衛星の推力で静止化） 長征3B 

パキスタン Paksat 1R 長征3B/G2 

ユーテルサット Eutelsat W3C 長征3B/G2 

ボリビア Tupak Katari 1 長征3B/G2 

ラオス Laosat 1 長征3B/G2 

ベラルーシ Belintersat 1 長征3B/G2 

アルジェリア AlComSat 1 長征3B/G2 



5.2.4 新系列ロケットの機種別打上げ数 
系列 ミッション 性能 射場 打上げ数 

長征5 静止衛星 GTO 13t 文昌 2（★1） 

長征5B 低軌道衛星 LEO  23t 文昌 0 

長征6 低軌道衛星 LEO 1.5t 太原 2 

長征7 有人宇宙船 LEO  10t 文昌 2 

長征8 商業静止衛星 GTO  2.5t 文昌 開発中 

長征9 静止衛星 GTO 100t 文昌 開発中 

長征11 小型衛星 LEO 太原 6 



5.2.5 新系列以外の「長征」ロケットの機種別打上げ数 
2019年4月30日まで 

系列 ミッション 性能 射場 打上げ数 

長征１ 低軌道衛星 LEO 0.3t 酒泉(J) 2 

長征2A 低軌道衛星 LEO 1.8t 酒泉 4 

長征2C 低軌道衛星 J・X・T 52 

長征2D 低軌道衛星 J・T 41 

長征2E 静止衛星 GTO 3.5t 西昌（X） 7 

長征2F 有人宇宙船 酒泉 13 

長征3 静止衛星 GTO 1.5t 西昌 13 

長征3A 静止衛星 SSO 1.5t 西昌 27 

長征3B 静止衛星 西昌 57 

長征3C 静止衛星 西昌 16 

長征4 極軌道衛星 SSO 1.5t 太原（T） 2 

長征4B 極軌道衛星 J・T 33 

長征4C 極軌道衛星 J・X・T 24 



５．３ 回収式衛星から始まった着陸技術 
 1975年、初の回収式衛星（FSW）打上げ。四川省に着陸
予定のところ、400km離れた貴州省の炭鉱入口付近に
落下。炭坑夫の通報により写真フィルムの回収に成功。 

 1999年、有人飛行技術試験衛星「神舟」の回収に成功。
2002年打上げの「神舟3号」には人形を搭載。 

 2003年、中国初の有人宇宙船「神舟5号」で中国人初の
宇宙飛行士が帰還に成功。着陸場は「四子王旗」。 

 2013年、中国初の月着陸機「嫦娥3号」が月の表側に着
陸成功（世界で3番目）、「玉兎」放出にも成功。 

 2019年、「嫦娥4号」が世界初の月の裏側着陸に成功、
玉兎2号の放出にも成功。 



6. これからの動きや課題 
 7月頃、長征5型ロケット試験3号機の打上げ 

 12月頃、月サンプルリターンミッション打上げ 

 2020年、中国宇宙ステーション「天宮」打上げ 

 2020年、火星探査機打上げ 

 静止軌道の量子暗号通信中継衛星 

 宇宙科学プロジェクトの同時推進 

 長征8型及び長征9型ロケットの開発 

 再使用型ロケットの開発 

 民間新興企業による小型衛星群と打上げロケットの発展 

 有人月探査、将来的に月面基地の構築 

 

 

 



6.1 長期的な課題－火星移住 
 火星は月と異なり多少は大気があり、短時間で自転し
ているので地球化（テラフォーム）しやすいと考えられて
いる。 

 これまで火星から1グラムでも試料を持ち帰ったことは
ない。火星サンプルリターンをどの国が「世界初」で実
現するか、予断できない。 

 アジアではインドが世界で3番目に火星周回に成功。宇
宙新興国のアラブ首長国連邦（UAE）も2020年に火星探
査機「Al-Amal」を打上げの予定。 

 火星は地球の2年で公転しており、近接する機会は2年
に一度しかない。  

 中国の火星有人着陸は2050年目標（2008年の科学技
術ロードマップに記載） 

 



7. 中国の宇宙開発が躍進した要因 

 有言実行（失敗があっても成功するまで続ける） 

 失敗の原因究明、教訓の蓄積、再発防止徹底 

 先進国から謙虚に学ぶ（発展途上国の特権） 

 豊富な人材と低廉な人件費、農村籍の優秀な人材のハン
グリー精神、外国での経験者を優遇（海亀政策） 

 中国共産党政権による迅速な意思決定の強み 

 新時代の自力更生で国際調達や国際協力 

 

 

 



ご清聴ありがとうございました 
 問い合わせ先 

   ttsujino@jcom.home.ne.jp 

 

・宇宙開発の最新動向（各国の衛星打上げ数など） 

   http://spacephila.jp/sathistry.htm 

 

・宇宙・鉄道関係のレポート・マスコミ記事など 

   http://spacephila.jp/sub03.htm 
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