
     AXELSPACE CUP 

CanSat Challenge 2013 

開催報告 

坂本 啓 

東京工業大学  
機械宇宙システム専攻 助教 

UNISEC Workshop, 2013年11月30日（土）10:45-11:45 



2013年コンテスト課題： 

近い将来の深宇宙天体へのEntry（突入）-
Decent（降下）-Landing（着陸）ミッションの実現
を目指し，その要素技術をARLISSにおいて実証
するCanSatを開発せよ．  

 



慶應大学Wolve’Z vs 東工大TITANIKU  vs  CORE 



 2013年1月6日（日） 説明会 
        1月15日： 参加表明 
 
 3月23日（土） ミッション創出ワークショップ 



 4月21日（日） 第1回審査会 
 審査員は，アクセルスペースの社員の皆さん＋UNISAS有志 

全チームに開発資金10万円 





 6月2日（日） 第2回審査会 
 7月21日（日）  第3回審査会 

 

追加開発資金 
 （10万円） 



9月9日～13日 ARLISS!! 
 





 10月19日（土） 最終審査会＠二子玉川ライズ  

協力： クリエイティブシティコンソーシアム位置情報サービスワーキンググループ 



 10月19日（土） 最終審査会＠二子玉川ライズ  

協力： クリエイティブシティコンソーシアム位置情報サービスワーキンググループ 



 10月19日（土） 最終審査会＠二子玉川ライズ  



AXELSPACE CUP CanSat Challenge 2013 

優勝 
  賞金 東工大TITANIKU  



開催の経緯 

 2010年，ARLISSを目指してCanSatを開発する学生たち

向けに，システムズエンジニアリング・プロジェクトマネ
ジメント教育プログラムSPindleを開始． 

 坂本（東工大）・神武・白坂（慶應大） × UNISAS × UNISON 

 2010～2012年に，のべ 15チーム がSPindleに参加 

14 

 

 2013年，株式会社アクセルスペース（代表取締役・中村
友哉氏）が冠スポンサーとして参加． 

 開発資金 ＋ 賞金 があるコンテスト形式に変更 

 UNISASメンバー＋アクセルスペース社員が審査 



SPindle→CanSat Challengeの位置づけ 
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学生生活 社会 

CanSat 

超小型衛星 

より複雑な宇宙システム 

ステップアップ 

CanSat黎明期の狙い： 



SPindle→CanSat Challengeの位置づけ 
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CanSat 

超小型衛星 

より複雑な宇宙システム 

最近の傾向： 

エントリーレベル 

 とりあえず，ものづくりがしたい 

 異なる分野の知識を集めた，複雑な
システムを統合する方法論 

 品質・コスト・スケジュールの管理 

方法 



SPindle→CanSat Challengeの位置づけ 
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CanSat 

超小型衛星 

より複雑な宇宙システム 

最近の傾向： 

エントリーレベル 

 とりあえず，ものづくりがしたい 

 異なる分野の知識を集めた，複雑な
システムを統合する方法論 

 品質・コスト・スケジュールの管理 

方法 

CanSat 

Challenge 
超ハイレベルな 

CanSatを作ろう！ 
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開発プロセスでの3つの重点項目 
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システム要求 

コンポーネント設計 

システム統合・試験 

コンポーネント組立・試験 

コンポーネント製作 

ユーザ要求 システム妥当性確認 

ミッション定義 

検証 １．ミッション定義・ 
要求仕様の明確化 

２．検証に余裕を持たせた 

スケジュール作成と管理 

３．検証計画・ 
検証項目の明確化 

検証 
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開発プロセスでの3つの重点項目 
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システム要求 

コンポーネント設計 

システム統合・試験 

コンポーネント組立・試験 

コンポーネント製作 

ユーザ要求 システム妥当性確認 

ミッション定義 

検証 １．ミッション定義・ 
要求仕様の明確化 

２．検証に余裕を持たせた 

スケジュール作成と管理 

３．検証計画・ 
検証項目の明確化 

検証 

CanSat Challengeでは，WS・審査会でサポート 

 1/6  説明会 

 3/23 ミッション創出ワークショップ 



 2013年1月6日（日） 説明会 
        1月15日： 参加表明 
 
 3月23日（土） ミッション創出ワークショップ 



 4/21, 6/2, 7/21  3回の審査会 
 審査員は，アクセルスペースの社員の皆さん＋UNISAS有志 
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開発プロセスでの3つの重点項目 
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システム要求 

コンポーネント設計 

システム統合・試験 

コンポーネント組立・試験 

コンポーネント製作 

ユーザ要求 システム妥当性確認 

ミッション定義 

検証 １．ミッション定義・ 
要求仕様の明確化 

２．検証に余裕を持たせた 

スケジュール作成と管理 

３．検証計画・ 
検証項目の明確化 

検証 

CanSat Challengeでは，WS・審査会でサポート 

 4/21  第1回審査会 

 6/2  第2回審査会 

 7/21  第3回審査会 

 10/19  最終審査会 

 1/6  説明会 

 3/23 ミッション創出ワークショップ 



開発ドキュメント： 開発過程のトレーサビリティーを維持 
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開発プロセスでの3つの重点項目 
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システム要求 

コンポーネント設計 

システム統合・試験 

コンポーネント組立・試験 

コンポーネント製作 

ユーザ要求 システム妥当性確認 

ミッション定義 

検証 １．ミッション定義・ 
要求仕様の明確化 

２．検証に余裕を持たせた 

スケジュール作成と管理 

３．検証計画・ 
検証項目の明確化 

検証 

CanSat Challengeでは，WS・審査会でサポート 

 4/21  第1回審査会 

 7/21  第3回審査会 

 10/19  最終審査会 

 1/6  説明会 

 3/23 ミッション創出ワークショップ 

 6/2  第2回審査会 

社会的・技術的に意義が明確なミッションに取り組むことが， 

SE/PMの学びを深める 



2013年コンテスト課題： 

近い将来の深宇宙天体へのEntry（突入）-
Decent（降下）-Landing（着陸）ミッションの実現
を目指し，その要素技術をARLISSにおいて実証
するCanSatを開発せよ．  
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開発プロセスでの3つの重点項目 
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システム要求 

コンポーネント設計 

システム統合・試験 

コンポーネント組立・試験 

コンポーネント製作 

ユーザ要求 システム妥当性確認 

ミッション定義 

検証 １．ミッション定義・ 
要求仕様の明確化 

２．検証に余裕を持たせた 

スケジュール作成と管理 

３．検証計画・ 
検証項目の明確化 

検証 

CanSat Challengeでは，WS・審査会でサポート 

開発資金 

 ＋賞金 



CanSat Challenge 2014の課題を，
本日発表！ 



AXELSPACE CUP  
CanSat Challenge 2013 

慶應大
Wolve’Z 

東工大
TITANIKU 

第2回審査会
（55点満点） 

41 40 

第3回審査会
（55点満点） 

38.5 48.5 

最終審査会
（110点満点） 

83 92 

合計 162.5 180.5 



     AXELSPACE CUP 

CanSat Challenge 2014 

開催告知 

坂本啓 

東京工業大学  
機械宇宙システム専攻 助教 

UNISEC Workshop, 2013年11月30日（土）10:45-11:45 



2013年コンテスト課題： 

近い将来の深宇宙天体へのEntry（突入）-
Decent（降下）-Landing（着陸）ミッションの実現
を目指し，その要素技術をARLISSにおいて実証
するCanSatを開発せよ．  

 



2013年コンテスト課題： 

近い将来の深宇宙天体へのEntry（突入）-
Decent（降下）-Landing（着陸）ミッションの実現
を目指し，その要素技術をARLISSにおいて実証
するCanSatを開発せよ．  

 

2014年コンテスト課題： 

20年後を想定した新規ミッションを
提案し，ARLISSにおいて必要技術
を実証せよ 



 2013年1月6日（日） 説明会 
        1月15日： 参加表明 
 
 3月23日（土） ミッション創出ワークショップ 

 2014年1月19日（日）（予定・詳細は後日告知） 
    説明会 ＋ ミッション創出ワークショップ 
   1月26日に参加表明，3月21日に初回審査会 
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参加を迷っているみなさんへ 

 たとえ宇宙業界に就職しなくても、ここで学んだSE/PM
のスキルは社会に出てきっと役立ちます（学校で教えな
いので、できる人は重宝されます） 

 社会で活躍するUNISASメンバーからアドバイスがもら
えます 

 学生なんだから、大失敗したっていい。というか、いま
失敗しておこう。迷惑する人なんていない 

 難しく考えるのはやめよう。あなたが日本や世界を変え
るために立ち上がる必要なんてない。あなたが動けば、
世界は勝手に変わる。誰だって最初は、好奇心でしょ 

CanSat Challenge運営チームからのメッセージ 




