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総務省宇宙通信政策課長・山口真吾氏　量

子技術による新産業創出が注目されていま

す。なかでも、次世代のセキュリティ技術

としての量子暗号が産業界から注目されて

います。なぜなのでしょうか？

NICT量子ICT協創センター・研究センター

長・佐々木雅英氏　量子暗号技術は1980

年代初頭に開発され、2000年代に入ってか

ら本格的に研究が進んだ分野。次世代コン

ピュータである量子コンピュータの持つ圧

倒的演算能力によって既存暗号化技術が不

安視されるようになると、数学的にも絶対

安全な暗号技術である量子暗号が改めて注

目されるようになりました。デジタルトラン

スフォーメーションが進む現代社会におい

て必須の技術とも言われています。

山口　世の中で使われている暗号システ

ムが使い物にならなくなるということです

が、近年、とりわけ宇宙経由で実現される

量子暗号通信が注目されるようになりまし

た。

佐々木　量子暗号通信では光の粒（光子）

が鍵の元となりますが、光ファイバでは伝

送損失のため100km付近で鍵の生成が難

しくなります。通常の光ファイバ通信では

80kmごとに中継増幅器を入れて長距離通

信を実現していますが、量子暗号通信では

中継増幅器の雑音が盗聴検知を邪魔する

ため、この手法は使えません。一方、宇宙

通信であればレーザービームを絞ることで

何万㎞でも光子を伝送可能で、大陸間を結

ぶ量子暗号通信が実用化できる。それで現

在、研究開発が進められています。

山口　絶対的に安全なグローバル通信を行

いたいなら人工衛星が不可欠になると。セ

キュリティ分野で量子暗号がゲームチェン

ジャー技術になるとすると、宇宙関連企業

にとっては一大チャンスとなります。スカ

パーJSATはどう捉えているのでしょうか？

スカパーＪＳＡＴ副社長（宇宙事業部門

長）・福岡徹氏　2010年代後半から、衛星

通信における量子暗号の鍵配送の研究開発

が本格的に動き出し、総務省の予算をいた

だきつつNICTや他関係機関と共に取り組ん

でいます。セキュリティビジネスは一般的に

数10兆円規模の市場があるとされており、
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その中で衛星量子暗号通信は近い将来の重

要なソリューションビジネスのひとつという

位置づけです。

山口　ビジネスイメージは具体化している

のでしょうか？

福岡　静止軌道衛星と低軌道衛星、どち

らを使うかはともかく、衛星に積んだコン

ピュータで乱数による暗号を生成し、それ

を地上に落としていく形になると思う。その

ための実験準備を進めており、ゲームチェ

ンジャーになりえる新たな技術として期待

しています。

山口　今年5月、スカパーJSATはNTTとビ

ジネス協業を目的とした業務提携契約を締

結しました。「宇宙統合コンピューティン

グ・ネットワーク」を新たな事業領域として

打ち出しましたが、量子暗号通信はこの中

に位置づけられているのでしょうか？。

福岡　「宇宙統合コンピューティング・ネッ

トワーク」では、「宇宙センシング」「宇宙

データセンター」「宇宙RAN」の3点を主な

取り組み事業として挙げていますが、この

中で特に衛星量子暗号に関わってくるのは

「宇宙データセンター」における光中継衛星

ではないでしょうか。低軌道衛星による地

球観測など、衛星が収集できるデータは増

大していますが、それらをすべて地上に落と

していくのは難しい。

そこで、収集される膨

大な各種データを即座に宇宙空間で情報集

約・分析処理し、地上のユーザに必要な情

報のみを即座に届ける、宇宙でのクラウドの

ようなイメージです。そうした宇宙と地上間

の通信セキュリティとして、また光子を扱う

光通信という意味でも量子暗号通信は親和

性が高いのではないかと考えています。

山口　世界で開発競争が進んでいます。

2016年に量子科学実験衛星を打ち上げた中

国は、北京とウィーンに量子鍵を衛星経由で

配送することで、絶対的に秘匿された両地

点間のビデオ通話を世界で初めて実現しま

した。現状、中国が一歩リードしています。

佐々木　量子暗号と衛星を使った実証実験

では、スピード・規模で中国が他国を圧倒

しています。いわば量子分野の「スプートニ

クショック」で、想像以上の技術レベルを

見せました。彼らは2012年から研究開発を

積みあげ、特にピンポイントでレーザーをあ

わせる技術は素晴らしく、そのレベルに到

達している国はありません。人材も30歳代

の若手が中心で、国家として力をいれて研

究開発を進めていることがうかがえます。

山口　米国や欧州諸国の状況はどうです

か？

佐々木　米国は技術的にはトップクラス

で、ポテンシャルは中国以上。一方、軍事

オペレーションで採用している暗号システ

ムとの兼ね合いがあるので、新たなシステ

ムをどう組み込んでいくかについては慎重

にタイミングを計っている印象です。欧州

諸国は日本同様、すごい勢いで開発を進め

ている段階ですね。

山口　衛星量子暗号の需要を考える場合、

やはり軍事分野への導入が重要になります

か？

佐々木　より大枠で国家安全保障の分野で

の需要が予測されます。技術的観点から、

電波主体の衛星通信網は帯域がひっ迫して

いてライセンスがとれない。先ほど、スカ

パーＪＳＡＴの「宇宙データセンター」の話

にもあったように、低軌道衛星で安全保障

に重要なデータを多く取得してもなかなか

地上に落とせません。そのため、衛星光通

信は必須です。衛星光通信は光子を高感度

で扱うことができるため、量子暗号通信に

も最適。データ伝送という攻めのサービス
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とデータの情報セキュリティを確保する守

りのサービスが構築できれば、安全保障分

野に限らず、金融から物流、スマートモビリ

ティなど可能性は大きく広がります。

山口　ゲームチェンジャーとして量子技術

が宇宙ビジネスを大きく変える。衛星量子

暗号の利用分野として他にどのようなもの

が期待されますか？

佐々木　金融分野はセキュリティの専門

家が多く、いわば暗号技術のヘビーユー

ザ。その分、新技術を入れる際には多くの

チェックポイントを設けており、慎重にタイ

ミングを判断するものと考えられます。特に

個人情報の担保については慎重に見極めて

くるでしょう。

福岡　ニーズについては18年ごろから独

自に50社ほどヒアリングしていますが、ご

指摘のとおり国家安全保障だけではなく、

金融や医療など幅広く関心が寄せられてい

ます。地上での光ファイバでは鍵の配送に

おける距離の制約がある他に、衛星の特長

である耐災害性の強み、宇宙のコンピュー

タ上で鍵を生成することに伴う高い安全性

など、衛星利用が既に高く評価されていま

す。地上のデータセンターと同量まではい

かないものの、本当に守る必要のある情報

をラストリゾート的に守る空間として宇宙に

着目されているユーザは少なからずいる、と

理解しています。

山口　衛星量子暗号の実用化に向けた戦略

はありますか？

福岡　現段階で「戦略」を立てる段階まで

は進んでいません。まだ製品やサービスそ

のものがないので。2025年に宇宙実証とい

う目的で研究開発が進められていますが、

現在のRSA方式（鍵生成・暗号化・復号の

3つのアルゴリズム）が危険と認識されてか

らおっとり刀で対応、というのでは遅い。量

子コンピュータが開発途上で完成時期は明

確ではないので時期を設定するのは難しい

面もありますが、将来の危険に対応すると

いう意味でも早く実績を作っていく必要は

あると考えています。

佐々木　セキュリティの観点から独立で提

案していくのは難しいのではないでしょう

か。あくまで衛星光通信とあわせて考えるべ

きかと。大量のデータは電波帯域では捌け

ず、データの価値があがっていく中で衛星

光通信を使わざるを得ない。一方、静止軌

道衛星から地上への伝送はいまの方式では

できず、中国の衛星量子暗号の伝送速度も

現時点では遅すぎる。従来の枠組みでは先

がない中で、データ伝送と親和性の高い次

世代の量子暗号を作り、衛星光通信のオプ

ションとしてすぐに出せる形にする。まずは

機密性と安全性を備えたサービスとして提

供し、次のステップに進めていけばいい。

山口　次のステップ、とは？

佐々木　静止衛星に素晴らしい計算能力が

備われば、セキュリティインフラを宇宙に

持っていくことができます。そこで署名など

の機能も持たせられれば、衛星光通信と量

子暗号を組み合わせたかなり質の高い宇宙

サービスが提供できる。もちろん、衛星に

乗せるコンピュータはリモート更新するの

が難しいので、10年先を見据えた衛星設計

と打ち上げ計画が必要ですが、そうした総

合戦略をもって進めていけば、かなり広が

るものと期待しています。

山口　衛星自身を守る仕組みとして、量子暗

号を自ら使うアイディアがあるのでは？

福岡　それは視野に入れています。テレメ

トリーデータやコマンドデータを盗まれると

我々は最大の資産を失うことになりますの

で。自身がファーストユーザになるかとな

るとタイミングしだいですが、実証を自らも

行っていくことで売りにしていくというのは

あるかもしれません。

山口　総務省では、2018年から「衛星通信

における量子暗号技術」の研究開発を開始

し、今年度からはより高度な「グローバル

量子暗号通信網構築のための衛星量子暗号

技術」のプロジェクトも開始しました。産

業界から注目されているプロジェクトです

が、両方ともNICTとスカパーJSATが開発

を担当しています。現在の研究状況をご紹

介ください。

佐々木　18年から開始されたプロジェクト
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は4年目を迎え、現在は宇宙環境をシミュ

レーションした機能の実証が進んでいま

す。基本技術を見据えて段階的に宇宙実証

へと移る中で、まずは23年ごろ、低軌道衛

星による実証へと進み、最終的には中軌道

の静止衛星とコンステレーションを組める

ように進めていく予定です。そのための本

格プロジェクトが今年度スタートした委託

プロジェクトなので、あとはしかるべき座組

をくみながらしっかりとスケジュールを進め

ていきます。

山口　宇宙実証のフェーズから実用化へと

進むにあたっての課題は？

佐々木　ずばり、人材です。宇宙で新たな

技術を使いこなすのは理屈よりも感覚が

大事。宇宙でクオリティを担保できるベン

ダーチームと組んで、いいパスをつなげな

がらひとつのゲームを作っていく感覚。中

国はその体制ができており、若い技術者も

多い。日本も同様にひとつのチームとして

感覚を共有し、エコシステムを構築する必

要があります。

山口　そのあたり、スカパーＪＳＡＴへの期

待も大きいですね。

佐々木　スカパーＪＳＡＴさんには、若く

て優秀な人材を派遣していただき、我々と

一緒に経験を積んでいただければと思いま

す。スカパーＪＳＡＴのマネジメント能力は

優秀で、NTTとの協業を含めたとりまとめ

も得意分野。次の10年を担う優秀な人材と

ともにこの先のプロジェクトをともに歩んで

いくことを期待しています。

福岡　スカパーＪＳＡＴの宇宙ビジネスは

静止衛星がメインで進んできましたが、航

空機向けWi-Fiなど一部を除いて伸びは鈍化

しており、これからは衛星画像データビジ

ネスやNTTとの協業を含めたグローバルで

の競争力が求められます。その中に衛星光

通信があり、量子暗号通信がある。宇宙コ

ンピューティングとセットで量子暗号通信

が有効だということを本日、この鼎談の中

で再確認できました。我々は、ご指摘のと

おり、インテグレートは得意とするところ。

いずれビジネスにつなげていく役割を担う

ことを考えても人材の育成や確保は当然

で、人材の派遣については、タイミングを見

計らって考えていきます。

山口　最後に、日本がとるべき今後の戦略

は何でしょう？

佐々木　最終的には地上との統合運用。25

年ごろに量子暗号を統合したプラットフォー

ムを作り、一部量子暗号を量産化に持って

いく。そこで衛星が打ちあがれば、30年ご

ろにはサービス性に優れたものが提供でき

ます。あとは同盟国とのネットワーク。米国

のコンステレーションに日本は何が提供でき

るか。日本のQKD（量子鍵配送）はそこに入

れるデザインで作られているため、僕は十分

に優れたメリットを提供できると考えていま

す。

福岡　産官学の連携で進めていくのは当然

として、政府としても国家安全保障分野で

の戦略的取組みなど、これまである種のタ

ブーとされてきた分野との連携もしっかりと

行うことで、より優れたビジネスへと成長さ

せていく努力が求められてくるでしょう。

佐々木　これまでにない、幅広いビジョン

で進めていくためにも、やはり優秀な若手人

材の確保が当面の目標になってきますね。

山口　率直な意見交換にご協力いただき、

ありがとうございました。

安全保障分野から金融・物流・
スマートモビリティなど可能性大

スカパーＪＳＡＴとＮＴＴが目指す世界




