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超小型衛星による新しいパラダイムの構築

東京大学 中須賀真一
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UNITEC-1 ’10 金星へ
中・大型衛星による宇宙開発の閉塞化
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静止衛星 その他の衛星

大型化の一途

・1機数百億円の莫大なコスト
・５～10年の長期開発必要
・失敗を許さない超保守設計

・ほとんど国のみが顧客
・広がらない宇宙利用
・技術革新のスピード乏しい

だいち
（４ｔ）

かぐや
（3ｔ）

中・大型の課題→小型衛星の登場

• 1機数百億円、５年以上の開発期間の衛星
–通信・放送・観測・科学等に限定
– コストの割りに貢献少ない
–一品生産で数がでない→産業化困難

• 小型衛星（100kg～500kg）の登場
– 30億～50億円衛星：地球観測中心
–後進国の最初の衛星、宇宙科学（国）

ALOS
「だいち」
>400億

世界的に爆発的な人気。相手は「国」である
が、後進国という新しい市場開拓。
→世界中で地球観測衛星の競争が激化。 MicroSat100 (SSTL)

新しいパラダイム

小型衛星/超小型衛星化
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静止衛星 その他の衛星

大型化の一途

小型衛星

・1機数百億円の莫大なコスト
・５～10年の長期開発必要
・失敗を許さない超保守設計

・ほとんど国のみが顧客
・広がらない宇宙利用
・技術革新のスピードなし

しかし、まだ顧客
は「国」で、革新
的なミッションは
現れない

超
小
型
衛
星

50kg
以下



さらなる超小型化へ：超小型衛星の出現

東大・東工大のCubeSat（１ｋｇ
世界最小衛星）世界に先駆けて
の打上げ運用成功（2003.6.30)
– 大学レベルの予算での開発
– 開発期間：２年
– 民生品でも7年の寿命
– 地上局での運用、周波数取得、ロ
ケット調達まで自前で実施

– より高機能の10kg級衛星の開発
も(CUTE-1.7、PRISM、NJ)

CubeSat XI-IV & XI-V
ロシアでの
打ち上げ

1～50kg級衛星：教育目的からスター
トし、実用（地球観測、宇宙科学）に向
けて各大学で開発が進む

サイズ 名称 主たるプレー
ヤー

強い国 目的

100～
500kg

スモール
サット

衛星関係企業
ベンチャー
国家機関

ｲｽﾗｴﾙ、米
国、ｲｷﾞﾘｽ、
ﾄﾞｲﾂ、韓国

リモセン、環境観測、災
害監視、情報収集、宇
宙科学

20～
100kg

マイクロ
サット

大学、ベン
チャー衛星の
典型的サイズ

米、ｲｷﾞﾘｽ、
ﾄﾞｲﾂ、韓国、
JAXA（SDS)

大学の教育用、技術試
験、実証、粗いリモセン、
災害監視

1～20kg ナノサッ
ト

大学（最近）、
ベンチャー

日本、米国、
ｲｷﾞﾘｽ、カナ
ダ、オランダ

大学の教育用、技術試
験、一部実利用（宇宙科
学、環境監視など）

1kg以下 ピコサッ
ト

大学（CubeSat、
ＰＣＢＳａｔなど）

世界中100大
学・機関以上

大学の教育用

小型衛星のサイズによる分類と用途

2003 04    05  06 07 08    09 10                11              

CubeSat XI-IV打ち上
げ（ROCKOT） ’03/6

CubeSat XI-V打ち上げ
（COSMOS) ’05/10

PRISM(リモセン衛星）
打ち上げ’09/1(H-IIA)

PETSAT(パネル衛星）
（研究と海外への技術移転）

NANO-JASMINE
(星図作成衛星）打ち
上げ予定 ’11

東京大学中須賀研究室（ISSL)超小型衛星プロジェクト
超小型衛星を使った宇宙の利用拡大をめざして

分解能３０ｍの地球画像

天文観測/宇宙科学

教育目的
分解能４ｋｍ
の地球画像

開発 打ち上げ

深宇宙衛星

UNITEC-1打上予定
（H-IIA) ’10/5

打上げ年 衛星名 分解能 [m] 重量 [kg]

1999 UoSat-12 10 (pan)
32 (color) 312

2002 AISat 32 90
2005 TopSat 2.5 110
2009.1.23 PRISM 20～30 8.5

○サイズ：8 kg 20cm×20cm×40cm
リモセン衛星PRISM 「ひとみ」

1,伸展前 2,伸展中 3,伸展完了!!

-伸展式・屈折光学系による高分解能化
- OBC、バス、通信系、制御系高性能化
-超小型衛星実用化に向けた標準バス

1/23/’09 H-IIAによる相
乗り打上げ成功。
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メキシコ海岸線

Nano-JASMINE

衛星サイズ 50[cm立方]
質量 30[kg]（本体）

＋11[kg](分離機構)
姿勢制御 3軸安定方式
通信速度 S帯 100[kbps]
ミッションライフ 2[年]

国立天文台と共同の宇宙科学
衛星（「位置天文」ミッション）

-高精度姿勢安定化（１秒角レベル）
-高精度温度安定化（0.1Kレベル）
- FPGAベースの高機能情報系
-通信系の高速化（9.6→100kbps)
-科学衛星用の高機能標準バス

2011年ウクライナのロケット
によりブラジルで打上げ

89年のHIPPARCOS衛星ﾚﾍﾞﾙの性能

http://axelspace.com

超小型衛星のビジネス
ユースの開始

-種々のミッションに対応可
能な汎用標準バス開発完了

-ウェザーニューズ社の大気
観測・氷山観測衛星開発中

2011打上げ予定

PAF, 通信機モ
ジュール、スターセ
ンサー等機器販売

2008.8.8 ﾍﾞﾝﾁｬｰ会社立上げ
「AXELSPACE」

WNI-SAT



2003～2008年
日本の大学が開発した７衛星が軌道上に！

大学 衛星名 年 ロケット 外観

東大 XI-IV
XI-V

2003
2005

ROCKOT(r)
COSMOS(r)

東工大 CUTE-1
C-1.7+APD
C-1.7+APDII

2003
2006
2008

ROCKOT(r)
M-V(Japan)
PSLV (India)

北海道
工大

HITSAT 2006 M-V(Japan)

日大 SEEDS 2008 PSLV(India)

(r: Russia)

2009年1月23日 さらに４機の

大学・高専衛星が打ちあがる！
東北大

SPRITE-SAT
東京大
PRISM

東京都立高専

KKS-1

香川大 STARS

大阪府立大（協力）
SOHLA-1

東海大（機器提供）
Kagayaki

ＳｍａｌｌＳａｔ：世界のホットな戦いの場
１）RapidEye （ドイツ）150kg×5機コンステ
• 衛星バス：SSTL センサー：ドイツJena-Optroniks
システム： カナダMDA

• コスト：1機7億円、ドニエプル（打ち上げ費：20～30億円）
• 分解能：6.5ｍ Swath：1500km
• 目的：災害による変化観測、作物収穫予測、地図作成、高度分布

２）TOPSAT （英国）115kg
• 衛星バス・システム：SSTL
• 分解能：2.8m（パンクロ）、5.6m（マルチ） Swath:15-30km
• コスト：1機30億円（打ち上げ費込み）

３）EROS-B1 (イスラエル) 360kg
• 分解能：0.7m（パンクロ）、2.8m（マルチ） Swath:14km
• コスト：1機127億円（打ち上げ費込み）

Micro/NanoSat：教育から実用へ
１）MOST（カナダ） 60kgの天文観測衛星（2003年XI-IVと同時打ち上げ）
• システム：Dynacon（コンサル）、サイエンス：CSA、 協力：トロント大
変光星観測用光学系、軌道上で５秒角の精度実現

２）トロント大学・UTIAS（カナダ） ナノ衛星バスの製作・海外への販売
• オーストリアにBRITE（７ｋｇ）販売、200名程度（教員１５名）「宇宙研」的
• CANXシリーズ（1～5kg、フォーメーションフライトなどの実験も計画）
• インド、ロシアのロケットのアレンジも実施。世界にサービス。
• カナダはITAR制約なし→海外に打ち込み積極的

３）ユタ州立大学：主としてセンサーを多数製作・販売、>150名：宇宙研的組織

４）CalPoly：CubeSatの３連発射装置P-PODで打ち上げアレンジ（ロシア、米）

５）ISIS：デルフト工科大学の学生10名ほどで起こしたベンチャー。種々の衛星
用機器開発し海外に売る。インドのPSLVでの打ち上げアレンジも実施。

６）ベルリン工科大：TubeSat（望遠鏡リモセン衛星）など開発。バス、センサー
（ホイールなど）多数販売、LAPAN-TUBSATは56kgで6m分解能



本プロジェクトへのモチベーション

• 「教育衛星」から「役に立つ衛星」への脱皮
– 実用レベルの要素技術のプールがあること
– 教育レベルの信頼度から顧客対応の信頼度へ
– どう作れば効果的・効率的かの設計論、SE不足

• NJ等はすでに一大学でやるレベルを超えている
– 学生の教育・研究のカバレージを超えている
– 第二の宇宙研を構築・継続的維持は難しい
– オールジャパンの「それぞれの強みで参加する」体制必要

• 企業も宇宙参入の登竜門必要
– ここで鍛えて本格宇宙開発への参入を目指す入口必要

• 国ではない宇宙利用者の徹底的開拓の必要性

内閣府 最先端研究開発支援プログラム

日本発の「ほどよし信頼性工学」を取り入れた
超小型衛星による新しい宇宙開発・利用

パラダイムの構築

中心研究者
東京大学大学院工学系研究科

中須賀真一

日本発の「ほどよし信頼性工学」を導入した超小型衛星による
新しい宇宙開発・利用パラダイムの構築

中・大型衛星中心の従来の宇宙開発 Ⅰ.超小型衛星によるパラダイム転換

Ⅲ.研究テーマ
Ⅱ.日本は超小型衛星で世界をリード

「小型化」とは？

• 中・大型との違いは「作り方の考え方」の違い
–どこで「手を抜く」かで、安く・早くできるかを考える。
– 「手を抜く」ことができる状況を守ることが重要。それ
が崩れると「中・大型」のやり方でやらざるを得ない

• 部品点数・インターフェースが少ないこと
• ぎりぎりの限界性能を目指さないこと、信頼性の緩和
• 同じものを継続してできるだけ使える（サレー方式）こと

–モジュール化・標準化など種々の方策はすべて、何
かで手を抜くための方策

• 欲張りすぎないこと。コスト・手間と信頼性のちょ
うどよいバランスを見つけることが鍵



信頼性・性能

コ
ス
ト
・
手
間

超小型衛星：この辺で
妥協しよう！

国の中・大型衛星

経験によりそれほどのコスト増なく信頼性
向上があるところまではできる。

手間をかけると同時
に、高精度機器購入、
冗長化、宇宙部品、
管理人員数、文書な
ど爆発的増大

性能・コスト線図

ここし
かない

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ数
少なく、技術を
枯らす＋小型
高性能安価な
機器

標準化・規格化・
試験方法革新

実現する真の信頼度＝

設計された信頼度（計算結果）×

その設計どおりに作られる確率

ほどよし信頼性工学とは

・モデル化（経験値の顕在化）の
実施とそれに基づいた設計論
の構築
・他の分野にも適用

50kg衛星用として、
世界一の技術プールを作る。

①衛星開発は総合工学
- 機器技術開発は、一斉に行
なわなくてはいけない。

- インテグレーションまでを
考えたモジュール化必要。

②超小型衛星は新たな世界
-中・大型衛星用とは、全く
違う動作原理、概念が必要。

-超小型衛星用のアーキテ
クチャが必要。

③開発プロセスの革新必要
-標準化・規格化で開発の
短期・低コスト化、参入の
障壁を下げる

-試験プロセス（すべてを
試験する方式はとらない）

超小型衛星用の革新的機器の開発

[光学系](屈折式ないし反射式)
すばる望遠鏡などで利用されてい
る補償光学系の概念を、位相変調
素子を利用して超小型衛星搭載が
可能になるサイズにする手法等。
（目標：分解能5m＝従来の200kg衛
星の能力⇒将来は2m 目指す）

[通信系]静止軌道に光中
継衛星を想定した宇宙-宇
宙間の汎用可動式光通信
機の搭載（5年間で基礎実
証。目標30Mbpsの可能性
を確認⇒将来は軌道上実
証実験）

光ビーム

[機上コンピュータおよびバス]
耐放射線性に優れた半導体お
よびFPGAを利用（目標：
20MIPS、放射線試験不要、高
速衛星内通信

[伸展展開機構]
小さな衛星を大
きく使う。機
構・素材開発

[姿勢制御系]
目標：安定度１0
秒、制御精度30
秒⇒将来は安定
度3秒、制御精度
10秒,地上の試験
技術もあわせて

[構造・材料・熱]
モジュール性が
高く、設計・製造
が容易な構造、
軽量高強度材料、
熱制御素材

[光学系](屈折式ないし反射式)
すばる望遠鏡などで利用されてい
る補償光学系の概念を、位相変調
素子を利用して超小型衛星搭載が
可能になるサイズにする手法等。
（目標：分解能5m＝従来の200kg衛
星の能力⇒将来は2m 目指す）

[通信系]静止軌道に光中
継衛星を想定した宇宙-宇
宙間の汎用可動式光通信
機の搭載（5年間で基礎実
証。目標30Mbpsの可能性
を確認⇒将来は軌道上実
証実験）

光ビーム

[機上コンピュータおよびバス]
耐放射線性に優れた半導体お
よびFPGAを利用（目標：
20MIPS、放射線試験不要、高
速衛星内通信

[伸展展開機構]
小さな衛星を大
きく使う。機
構・素材開発

[姿勢制御系]
目標：安定度１0
秒、制御精度30
秒⇒将来は安定
度3秒、制御精度
10秒,地上の試験
技術もあわせて

[構造・材料・熱]
モジュール性が
高く、設計・製造
が容易な構造、
軽量高強度材料、
熱制御素材

防デブリ化バルーン

モジュラー型
パネル展開衛星

一例 静止光デー
タ中継衛星

通常の
電波に
よる常
時通信

光
通
信

超小型
衛星群

変形しない構造を作
るのではなく、変形し
ても宇宙で補償する

モジュールをプラグイ
ンすることで短期間
に衛星構成

静止中継衛星
経由で大容量の
地上への送信

シンプルで確実な、
展開構造物

(例) 超小型衛星用の革新的機器の開発

位相変調素子による
衛星上の補償光学系

宇宙間光通信

静止光データ中継衛星の提案

• メリット
– ①宇宙・宇宙間の光通信衛星は技術
的にはフィージビリティが確認済み

– ②光通信は大きなアンテナや大電力
がなくても数十Mbpsの大きな通信容
量が確保できる

– ③多数機の打ち上げが予想される超
小型衛星がいちいち周波数申請する
必要がなくなる

– ④天候や昼・夜等の衛星―地上間の
光通信の制限が発生しない

– ⑤データ中継衛星は常時地上とリンク
が取れるので大容量の通信が可能で、
また静止軌道・低軌道間のリンクもと
りやすいことから、即応性（取ったデー
タをいち早く地上に送る）にも優れてい
る

静止光データ
中継衛星

地上局

通常の
電波に
よる常
時通信

超小型衛星群

光通信

超小型衛星群

静止光中継衛星を用いた超小型

衛星の将来型通信インフラ

日本として整備することを政府に提案したい



具体的な目標設定

• 安かろう・悪かろうの衛星ではない、実用に供
せられる技術レベルの衛星へ
–例）分解能は当面5m、最終的には2mを目標

• 必要な機器をすべて開発して技術プール化
–各要素技術は世界を調べてベンチマーキング
–バス・センサ技術はサイズ比で世界一を目指す。

• 衛星のコストは約2億円程度、1.5年で開発
–それでも儲かる開発手法を徹底的に追求

• 4年終了後、国・海外・個人からの受注が年間
5機＋機器の販売＝市場規模約20億円から

１．多数機の地球観測衛星による「安全・安心ネットワーク」：

– 高頻度の観測を可能にする。（14日に１回⇒１時間に１回に）
– 複数のセンサで同一地点を観測し、さまざまな情報を取得できる。

２．パーソナルユース（自分専用）衛星化：

– 「安い」「早い」衛星により、利用者層の広がり（自治体、企業、個人が所有）
新規参入者、幅広い利用方法を開拓できる。

３．宇宙の商業化・産業化への貢献：
– 中小・ベンチャー企業の参入が期待できる。
– 日本の得意とする小型化技術・エレクトロニクス技術を活用できる。
– 頻繁な打上げ機会があり、最先端の機器を迅速に宇宙実証できるため、
産業の国際競争力の強化につなげられる。

超小型衛星がもたらす世界の出口イメージ

＜超小型衛星の特徴＞
※人材育成の効果：
ｰ ものづくり技術の習得、プロジェクトマネジメントの教育。
ｰ すでに大学コミュニティでは実績がある。
ｰ 中小企業の若手人材、研究者の育成にもつなげたい。

※５年後：
50kg以下の実用衛星の機器・システム技術確立、
年５機受注し群衛星としての利用試行を開始する。

出口イメージの例：安全・安心衛星ネットワーク

• 安全・安心を宇宙から見守る目（国家セキュリティ、
自然災害の予防・迅速な対応、海洋海事の把握）

• 農業・林業・漁業の収量増加のための情報提供
（日々の変化＋広域情報）

• 世界の水の番人となる（GCOM等の衛星の時間的補間：短時間間
隔の水循環関連情報⇒モデル精緻化）

衛星データ利用例：準リアルタイムの降水量観測（イメージ）

■：焼失した森林（衛星のデータで高温部を抽出）

衛星データ利用例：山火事モニタリング

とうもろこし

じゃがいも

大麦

アブラナ

ライ麦

小麦

衛星画像の利用例：農産物の品種解析

中・大型衛星ではなくとも、宇宙でやれることはたくさんある

高コストの時には現れなかった潜在需要

すでに
開発

• ----------------------------------------------------
• ----------------------------------------------------
• 教育関連会社（画像等を宇宙の教材に）
• ----------------------------------------------------
• 地方公共団体（衛星作り自体が青少年の
理科教育に。災害時の空からの画像、通信機能欲しい）

• -------------------------------------------------------------
• 機器メーカー（会社製品の宇宙利用で宣伝にしたい）
• アマチュア天文家（自分達で専用に使える宇宙天文台）
• 気象予報会社（独自のコンテンツ欲しい） （→WNI衛星）
• 宇宙機関・企業（技術の早期実証と若手の技術訓練）（→XI-V)
• 宇宙科学者（観測機器の実証、簡易型の宇宙観測に）（→NJ)

パーソナル衛星：東大CubeSatの利用に興味を持った企業・団体例



超小型衛星センター
※箱物ではなく人的つながりの組織

計画立案

長期戦略
の策定

ｱｰｷﾃｸ
ﾁｬ
研究

設計理論
の研究

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

衛星開発
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

試験評価
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

利用設備
の調整

ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮ
ﾝ

管理業務

許認可申請、
ロケット手続

販売促進

海外出展
ｱﾚﾝｼﾞ

広報･教育

学生参加、
ｲﾍﾞﾝﾄ開催

機器開発
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

技術ｼｰｽﾞ
ﾏｯﾁﾝｸﾞ

ｾﾝﾀｰの
各機能

研究･開発
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

衛星機器
ﾌﾟｰﾙ

業務
ｲﾒｰｼﾞ

衛星ﾊﾞｽ
基本思想

試験評価
標準･規格

次世代の
担い手

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ統括・信頼性理論研究ﾁｰﾑ 技術指導・関連WG 研究支援機関

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
研究ﾁｰﾑ
での名称

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
・資産 衛星

専門手続
ﾉｳﾊｳ蓄積

市場拡大･
創出

関係者

成果

｢大学・高専・研究機関の研究者｣
(先進的ｱｲﾃﾞｱ･ｼｽﾃﾑ技術の活用、

先端研究の実施)

｢中小企業・町工場、専門ﾒｰｶｰ｣
(高度ものづくり技術の活用、

製造体制の構築)

｢衛星ｻｰﾋﾞｽﾕｰｻﾞｰ｣
(農林漁業･水環境･災害等
の地球観測、地理空間情報、
宇宙科学、教育、遊び

オールジャパンの超小型衛星センター立ち上げ

大学：得意分野の先進研究、人材育成、国際貢献
企業：得意技術の研究開発、製造販売、市場開拓

ほどよし信頼性工学 UNISEC（すでに活動実績)

研究から開発、実証、販売まで
一貫した体制を構築して、国際
市場で勝負する産業の育成。

技術研究組合（理事長：山口）
・産業化に向けた各種方策の実施
・②産業化を目的とする超小型衛星

技術の実用化ともの作りｲﾝﾌﾗ

超小型衛星戦略研究センター
（中須賀：東京大学）
・ 戦略立案・研究全体の統括
・①信頼性工学と実衛星開発を通した衛

星開発・試験・運用・利用手法
(東大、組合、ｱｸｾﾙｽﾍﾟｰｽ)

超小型衛星センター

③先進的超小型衛星
設計論と要素技術
（理科大、東工大、
北大、日大、愛知工、
東北大、九大）

⑥地上試験手法
(九工大、京大)

⑤地上局と運用法
（神戸大、九大）

⑧科学への応用法
と 先 進 イ ン タ ー
フェース（京大,東
北大,北大）

④革新的光学・情報
処理技術（東京大、
ジェネシア）

⑦ 実 践 的 宇 宙 教
育 ・ 人 材 育 成
（ 和 歌 山 大 、
UNISEC）

拠点大学群

超小型衛星利用コミュニティ（一部実在、今後プロジェクトの中で開拓）
・宇宙科学・工学 ・宇宙実験 ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ ・ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ ・監視 ・教育

組 合 参 加 企 業 群
・衛星開発への参加
・機器開発への参加
・各種技術サポート
・商業化・産業化推進

技術力提供、
製作、各種ﾉ
ｳﾊｳ・ｱｲﾃﾞｱ

開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、設計
力、技術指導、ｻﾌﾟ
ﾗｲﾁｪｰﾝ、販売のﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ、販促

緊密な連携

戦略・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ、
各種研究依頼

研究成果、新規ｱ
ｲﾃﾞｱ、提案等

技術面での
各種依頼、
共同検討

技術力、
製作、ｺﾝｻ
ﾙﾃｰｼｮﾝ、
各種ｱｲﾃﾞｱ

科学コミュニティとの連携

超小型衛星の普及啓蒙・
利用開拓、利用コミュニ
ティの構築と展開

外部の連携組織

本プロジェクトで
構築する組織

太字：ｻﾌﾞﾃｰﾏ

USEF

ミッション開
拓 面 で の 連
携・技術交流

サブテーマ研究内容
１）超小型衛星用信頼性工学の構築と実衛星開発を通した先進的衛星開発・
試験・運用・利用手法に関する研究（リーダー：東大・中須賀、参加：全体）

プロジェクト中に５機の衛星を開発することを題材に、超小型衛星の利用
の拡大と革新的な開発プロセスの構築をコンソーシアム全体で実施する。
「ほどよし信頼性工学」を検討する理論WGは本グループを中心にオール
ジャパン的に設置する。世界に向けて「標準」を提案し抑える活動も実施。

２）産業化を目的とする超小型衛星技術の実用化研究とものづくりインフラの
構築（リーダー：技術研究組合・山口、参加：組合および組合参加企業）

超小型衛星およびその機器開発のもの作りの拠点体制を整備する。企業
連携のあり方、知財やノウハウの蓄積法、産業化施策、企業サポートの仕
組みなども研究。

３）先進的超小型衛星設計論と要素技術に関する研究（リーダー：日大・宮崎、
参加：下記大学）

新しい衛星アーキテクチャと設計手法の検討（東京理科大）、新規熱制御
素材と熱設計論（北大）、展開構造（日大）、先進型構造アーキテクチャ（九
大）、衛星材料とその評価法（愛知工大）、光通信技術（東北大）、オンボー
ドコンピュータおよびバス技術（東京理科大）、姿勢制御関連機器技術（東
工大）の研究を実施。

４）革新的光学系および地上情報処理技術に関する研究（リーダー：東大・
岩崎、参加：東北大、ジェネシア）
超小型衛星用屈折式光学系および補償光学系、および画像を主とした
ミッションデータの処理技術の研究開発を企業との連携で実施。

５）超小型衛星用の先進型・非可動型地上局に関する研究（リーダー：神戸
大・賀谷、参加：神戸大、九大）
C/Xバンドの地上局インフラの構築と運用法の研究（九大）、非可動式先
進地上システムの研究（神戸大）を実施。

６）地上試験手法に関する研究（リーダー：九工大・趙、参加：九工大、京大）
超小型衛星用最適な検証手法の検討、超小型衛星試験技術、国際標準
の提案等を実施。地上試験インフラも整備する。

７）実践的宇宙教育・人材育成に関する研究（リーダー：和歌山大・秋山、参
加：和歌山大、UNISEC）
超小型衛星関連プロジェクトを通した国内の宇宙関連人材育成、海外の
若手を招いての研修プログラム、ジャーナル･国際学会等の学術面での
整備の実施。

８）科学への応用法とミッション系先進インターフェースに関する研究（リー
ダー：東北大・吉田、参加：東北大、京大、北大）
国内外の宇宙・地球科学ミッションの掘り起こしと衛星に盛り込むイン
ターフェースのとり方・標準化等の研究を実施。



• 従来の宇宙利用分野は新しい視点で
• 従来の宇宙利用分野以外からの発掘を

–エンターテインメント・教育用コンテンツ
– IT、携帯アプリ、種々のコンテンツプロバイダ
–農林水産業、輸送業、建築業、不動産業、税
–地方自治体、高校、生涯教育
–趣味の団体、一般をうまく集めクリティカルマス化

• お互いに情報を出し、話を続けることが大事
–ワークショップ、スペースナイト（仮称）から始める
–日本中を行脚、各地で利用開拓ワークショップ

利用の開拓

• すべての計画はSustainableである必要←一時的な花
火ではなく、数が定常的に出ることを目指す。

• 官・民・海外の顧客を探す
– 国内科学ミッション（国の定常的利用 or 競争的資金）
– 海外科学ミッション（科学ｺﾐｭﾆﾃｨは強いが衛星作れない国）
– 海外の国（広大さに衛星利用ニーズ有り、教育希望強い）
– マイ衛星、パーソナル衛星のニーズの開拓

• 超小型衛星が実利用に使われたという実績作り重要
（最先端プロの中では５機の衛星開発・利用を計画）
– 次のミッションの呼び水に
– 利用コミュニティが真剣に考え始める（可能性に気づく）

• 本気で、長期的にやりたい人と手を組みたい

超小型衛星産業化：注意事項

衛星開発計画（４年で５機）

#1号機：５ｍ分解能リモセン
＋パーソナルユース
– 民間企業顧客発掘
– 打ち上げ費は顧客で
– ロシアなど海外顧客探索中

#2号機：海外からの宇宙
科学ミッション
– 海外の研究機関を顧客に
– 国内からもサブテーマ募集

#3号機×３機：３機のコンステレー
ションによる地球観測
– データ販売のビジネス実験
– ミッション・データ顧客を世界で探索

2012年度打上げ（ロシア等）

2013年４機
同時打ち上
げ（インド、
ロシア、ウク
ライナ等で）

Mission Idea Contest for 
Nano-Satellite Constellation 

• Objectives:
– Envision a new sustainable space 

mission using nano-satellite constellation.
– Explore a new possibility of nano-satellite constellation to solve 

common problems facing humanity. 
• Schedule:

– July-October, 2010  Regional Seminars in each region
– Dec. 20, 2010  Submission Deadline
– March 14, 2011  Final Presentation in Japan

• Awards:
– Free ticket to Tokyo to finalists (5-8 teams)
– Final winner will be awarded.(1st prize:  ¥500,000=US$5,000)
– The winning team of the final stage may have a chance to 

realize their satellite mission. 


