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重要な視点（講演の内容） 

• 世界における宇宙開発利用の大きな変革 

 

• 大学発の超小型衛星技術の発展 

 

• コンステレーションの必要性と潮流 

 

• 日本でのベンチャー起業の活性化 

 

• ICT・通信分野への期待 



宇宙開発利用の現場で起きている２つの大きなゲームチェンジ 

 小型衛星コンステレーション（衛星群）による低価格化、データ量

の飛躍的増大による新しい価値創造(通信、地球観測分野中心に） 

 国家機関主導による研究開発に加え、ベンチャー主導による研究開

発が活発化（SpaceX社による有人宇宙船打上げ、CLSPなど） 

＜戦略面でのTrend＞ 

・民生利用と防衛ニーズの連携による横通しの戦略と技術開発（米） 

・拡大する通信ニーズへの官民一体となった戦略的な技術開発と実証（欧州） 
 

＜技術面でのTrend＞ 

・Digitalization, Digital Transformation、ソフトウエアベースでの柔軟性確保 

・技術進化のスピード加速、多品種少量生産への対応のためAgile開発 

・大量生産技術（OneWeb:800. Starlink:12000、Planet:200, Spire:50など） 

世界の宇宙開発における 
２つの大きなゲームチェンジ 



世界における宇宙産業のフェーズシフト 

• 第1世代：国家の研究所、大学・個人が研究とし
て実施。実用前夜。         ～1940’s 

 

• 第2世代：国の投資で実用を目指すが、国の機関
が一部民間の手を借りて実施   ～1960’s 

 

• 第3世代：国の投資で民間がロケット・衛星を開発     
      成果を国も利用 

 

• 第4世代：民間が民間の投資で衛星・ﾛｹｯﾄを開発 
      運用し、政府はそのサービスを購入 

  アメリカはこれを積極的に活用 



超小型衛星革命 

 

世界で起こった超小型衛星革命 (<100kg） 

NASA（年間300億円）、ESA（20億円）、中国等：大量の官民投資により大学・ベン
チャーが力をつけ、実利用・ビジネスに貢献。低コスト・迅速な宇宙利用・実証進む 



宇宙探査 

海外教育支援 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

技術実証 

地球観測 

宇宙科学 

教育・実験 

汎用６U 



政府機関等 

打ち上げ 運用 

利用の方法？ 

大型衛星 

自分で宇宙アセットを設計できる自由度が生れた！ 

多様な小型衛星 

打ち上げ 運用 

民間企業、大学等 

衛星の仕様を与件に 
利活用方法を考えざるを得ない。 

衛星のデザインや軌道、機数から、統合
的なデータ利用による社会実装まで
End to Endの最適化を実現できる！ 



世界初の1kg衛星 

 成功 XI-IV(2003） 
8kgで30m分解能     

 PRISM(2009） 
最先端の宇宙科学    

Nano-JASMINE 

 (打上げ待ち） 

世界初の超小型 

深宇宙探査機
PROCYON(2014)  

新規技術の宇宙 

実証XI-V(2005） 

  60kg級の6m分解能リモセン衛星（3億円、2年で開発） 

  ほどよし1号   ほどよし3号および4号（2014年打上げ） 

TRICOM-1R  MicroDragon  

 通信（2018）海外教育支援（2019） 

・宇宙・工学の教育目的からスタート 

・実験をしながら、だんだん高機能に 

・2010年「ほどよしプロジェクト」で 

 実用化、ビジネス化に挑戦、起業も 

・Axelspace (光学衛星） 

・Synspective (SAR衛星） 

・Arkedge Space (3U、6U) 

・Infostellar (地上局） 

東京大学の超小型衛星プログラム(13機打ち上げ+4機開発中） 

ベンチャ 

ー会社 



ほどよしプロジェクト(2010-2014)の全体像 

4機の開発・打上げ実証(#1) 

衛星・機器・インフラの 
機能向上・競争力強化 

開発手法の実証 

低コスト・サプラ
イチェーン・ネッ
トワーク(#2) 

衛星コンポーネ
ントの開発(#2) 

先進的要素技術
研究開発(#3) 

光学系・ﾘﾓｾﾝ画
像情報処理(#4) 

人材育成(#7) 

イ
ン
フ
ラ
の
整
備 

地上局技術(#5) 

地上試験
技術(#6) 

 

超
小
型
衛
星
に
よ
る
新
し
い
宇
宙
開
発
・利
用
の
パ
ラ
ダ
イ
ム 

宇宙科学ミッ
ション(#8) 

利用開拓(#1) 

機
器
・ソ
フ
ト
の
実
証 

ほどよし信頼性
工学(#1) 

情報発信(#7) 

新規ミッションの実証 

3億円、2年以内 
サイズ比で世界
最高性能 

パーソナル利用 
革新的ミッション 
海外顧客開拓 

[標準化] 

超小型衛星の
利用法・新規
利用者の開拓 

10大学以上、177社
の中小企業との連携 



完成したほどよし３号(左）および4号のフライトモデル（FM) 



LCAM: 地球画像の配信 

エンターテイメント・宇宙アウトリーチ活動への利用 





千葉の海岸 

（６ｍ 分解能) 13 



PROCYON
(~65kg)

Hayabusa-2
(~600kg)

© JAXA

 

- JAXAとの共同プロジェクト 
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©ESA 

Earth’s hydrogen 
corona 

Kameda et al., 2017 
GRL 

Shinnaka et al., 2017 
AJ 

Hydrogen 
around 
67P/Churyumo
v-Gerasimenko 

LAICA 

(Hydrogen imager) 

H-IIA で打ち上げ2014年12月 

PROCYON (2014年打上げ：世界初の50kg級深宇宙探査機） 

ほどよしPJの成果を生かし14ヶ月で開発 



EQUULEUS 
EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft  

(11kg nano-satellite) 

Mission to Earth Moon Lagrange Point 
Intelligent Space Systems Laboratory, 2016/08/01 

30cm 20cm 

10cm 
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NASAの新型ロケットSLSで、国際公
募で１３機のこのサイズの衛星が打ち
上げられる （２０２１年11月以降） 

・月の裏側のラグランジュ点到達目標 

現在のメインプロジェクト    
(ほぼ完成、輸送待ち） 



Solar Array Paddles with SADM (MMA) 
50W@1AU 

Attitude control unit 
(IMU, STT, SS, RW) (BCT) 
(<0.02deg pointing accuracy) 

Battery (U. of Tokyo) 

Chip-Scale Atomic Clock (CSAC) (JAXA) 

CubeSat Deep-space Transponder 
+SSPA (JAXA) 
(64kbps@1.5M km with MGA) 

Water resistojet thrusters  
(DVx2, RCSx4) (U. of Tokyo) 
(Isp >70s, Delta-V >70m/s) 

CDH (U. of Tokyo) 

DELPHINUS (lunar impact flashes obs.) (Nihon Univ.) 

PHOENIX (plasmasphere obs.) (U. of Tokyo) 

Propellant (water) Tank 

X-Band MGA (JAXA) 

X-Band LGA x5(JAXA) 

Spacecraft Configuration 

PCU (U. of Tokyo) 

Size:  6U 

Weight: 11kg 

本格的な深宇宙・月探査を11㎏の衛星で目指す 

６Uに詰め込んだ！ 



汎用的・高性能の６Uバス開発中 

• 地球観測、宇宙科学・探査、教育等に適用できる汎用的６Uバス 

– 10 x 20 x 30 cm（６U CubeSatサイズ）、8～12㎏程度 

• ベンチャー会社「ArkEdge Space」との連携 

• 早期の実証を行い、多数機によるコンステレーションを目指す 

– 数が必要⇒低コスト化と大量生産の手法の確立が鍵 



超小型衛星が得意な分野 

• コスト（<3億）、開発期間（＜２年）の爆発的な低下によ
り、「しきい」を根本的に下げる。 

①地球規模で衛星を分散配置し頻繁に見る（ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ） 

②そばを飛ぶ複数機による共同ミッション（ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝﾌﾗｲﾄ） 

③パーソナル衛星、マイ衛星の概念（パソコンと同様の革命） 

④本格的ミッションの前の試行実験・実証がしやすい 

⑤海外新興国への衛星開発支援に適切なサイズ 

基線長 

位相差 

衛星１ 衛星２ 

電波 

干渉計測 多点同時計測 ステレオ視 

ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ フォーメーションフライト 
18 



なぜコンステレーションが必要か？ 

LEO (500-800km 高度)  

 リモセン衛星のほとんどはこれ 

- 解像度0.3m – 30m  

- 一周は96 -100分 

- 同じ位置を数日～40日ごとに観測 

- 10分間隔のためには数百機必要 

GEO (36000km高度)  

ひまわりなど一部に限られる  

- 通常の分解能は60m – 2 km  

- 同じ地域を見続けられる 

- スキャンすることで数地域を 

 短い周期（例：10分）で観測可能 

 

LEO衛星は空間分解
能はいいが、時間分解
能（頻繁な観測）ができ
ない。これを補うのが
「機数」 



東日本大震災後の状況と衛星観測 

中村太一「衛星による災害観測能力の総合的評価について（第一報） 

日本航空宇宙学会論文誌、第63巻、第4号 より 

一番早くて翌朝の
観測！ 
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空間分解能と観測幅だけを強調してきた従来の日本の地球観測衛星だけ
でなく、時間分解能（5時間以内に観測など）を重視した計画を 

⇒サイズの異なる複数機の防災衛星コンステレーションを目指してはどうか 



低軌道コンステレーションの重要性 

• 地球観測 

– 時間分解能を高める（頻繁な観測）⇒防災・安保ニーズ 

– 1機破壊されても全損しない「機能保障」 

– 撮った画像を衛星経由で送信も可能（将来像） 

– フォーメーションフライト観測によるSIGINTなども 

• 通信衛星 

– 衛星間のバケツリレーで世界中と通信可能 

– 電波強度、低遅延などの重要な特徴 

• 宇宙にインターネットを作る（Starlinkの12000機はじめ多数) 

• 測位衛星 

– 中国は小型衛星コンステによる低軌道測位システム構築
中（強い電波が出せる） 

– 多くの衛星が見えた方が精度は高まり、安定化 



衛星多数機を作るさらなるメリット 

• 繰り返し性（プログラム化） 

– 不具合はすぐにフィードバックすることができ、性能向上に反映 

– メインに利用するコンポの裏で次に必要なコンポ、部品の実証が容易 

– 生産方法・生産品質も経験の蓄積スピードによる向上が早い 

– マイナーチェンジ、メジャーチェンジなど計画立案が容易 

• 大量生産の効果 

– 多数機製作を考慮した生産方法は1機生産の低コスト化・品質向上にも
好影響。そのような力を持った海外企業との競争力をどう維持するか 

– 数がでることで、部品やコンポも低価格化可能 

– いいコンポが多数（数千のオーダー）売れることで産業化しやすい 

 

• 繰り返しの中でどんどんいいものを作っていくという本来日本が得意な手法 
（「カイゼン」）を先に海外にやられている 

– ベンチャなどの会社のビジネスベースの衛星数だけでは全く足らない。 

– 「政府資金による開発」・「政府が顧客になる」を入れながら、相当数の
衛星開発ができる仕組みを作る必要⇒政府で検討中 

 



  日本でも宇宙ベンチャーが多数出現！ 

Spacetide COMPASS Vol.0 より 

宇宙データ・技術利活用 

Axelspace      GREE           Space Shift 

ALE                mercariR4D  Space Bio-   

Dynamic Map Platform        Laboratories  

Ridge-i            Synspective   

Global Positioning Augmentation Service 

Umitron           SAgri 

衛星インフラ構築・運用 

Axelspace 

Infostellar 

Institute for Q-shu Pioneers of Space 

WARPSPACE 

宇宙旅行・滞在・移住 

Club Tourism Space Tours  

Yspace 

OUTSENSE 

PD Aerospace 

SpaceWalker 

輸送 

Interstellar Technologies 

SpaceOne 

PD Aerospace 

SpaceWalker 

SpaceBD 

軌道上サービス 

Asrtroscale 

SpaceBD 

 

 

探査資源開発 

GITAI              MELTIM MMI 

GREE             Telexistence 

Integriculture 

ispace 

 



日本におけるスタートアップ企業と
そこへの投資の増大 

©Spacetide 



株式会社アストロスケール 

- アストロスケール社は宇宙ゴミ（デブリ）を除去するサービスを計画中のベンチャー企業。 
 

- 同社は、毎年、衛星の約５～10％が故障すると見込んでおり、故障機（デブリ）を軌道
か ら離脱させ、大気圏などで焼却させるための、特殊な衛星（ELSA）を開発中。 

 

- コンステレーション進展で今後、デブリ除去サービスのニーズは世界的に高まると予想。 

会社・代表者の概
要 

②ターゲットを捕獲 

③軌道からの離
脱 大気圏突
入 

•  衛星の約５～10％が故障 
•  故障機を除去する必要 

①ターゲットへの近接
近 

今後、デブリの増加 

デブリ除去の必要性 

- 2013年設立。日本の他、シンガポール、英国に拠点 
- グループ代表者は、岡田光信氏。 
- 大省から転身、外資系コンサル会社を経て、アスト 

ロスケールを創設。 
- ビジネスプランが国際的にも評価。 

》 世界経済フォーラム「テクノロジーパイオニア賞」 
》 Forbes JAPAN 「日本の起業家ランキング」第3位 
》 米誌ﾌｧｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ社 「世界で最もInnovativeな会社Top10」 

宇宙ゴミ回収衛星 

アストロスケール 

©Ａｓｔｒｏｓｃａｌｅ 



ベンチャー：多数衛星を目指すAxelspace 
• AxelGlobe（2018年1機打上げ、202X年までに数10機） 

 

 

 

 

• WNISAT-１Rの打上げ (2017年） 
カメラ台数 4台(各バンド独立) 

観測波長 

パンクロ1:450-650nm 

緑:535-607nm 

赤:620-680nm 

近赤外:695-1005nm 

画素数 2048 × 2048 

ビット深度 12 bit 

地表分解能 
400m (近赤外/赤)  

200m (緑/パンクロ) 

海氷光学観測 

GNSS-R基礎実験 

光通信実験 

地上分
解能 

パンクロマティック：2.5m 

マルチスペクトル：5.0m 

バンド 

パンクロマティック：450-900nm 

マルチスペクトル 

 青：450-505nm 

 緑：515-585nm 

 赤：620-685nm 

 レッドエッジ：705-745nm 

 近赤外：770-900nm 

刈り幅 57km以上 

再帰日数：1日 

（オフナディア40度） 

GRUS衛星 



AXELSPACE GRUS 

（2.5mGSD) 
追加4機打ち上げ 2021/3 



ベンチャー会社Synspective 

• 頻繁な地球観測を行う小型（100-140kg）SAR 

(Synthetic Aperture Radar) 衛星 

• 2021年までに２機、最終的には20+衛星により、 

1日から数時間間隔での全球観測を目指す 

• 衛星バス開発は東京大学で 

– 機器や設計思想はほどよしバスをベースに 

– 電源系、パドル展開、自律制御など新規技術を開発 

– デモ衛星：3m 分解能、140kg, 70cm立方 

• 12月15日19：00、ニュージーランドからベン 

チャー会社Rocket Labのロケットで打上げ成功 

– First Light撮像成功（2021年2月） 

SAR衛星のコンステレーションを目指す 



First Light ! 
• 2021/2/8 Noon (JST) 

• South Florida, USA 

 



“Store & Forward” 地上からの情報取得 

Data collection Data collection Data Downlink 

Fixed sensors 

Moving sensors 

Ground 

Station 

上空を通過する衛星が集める 

CE-CAM

3-MTQ
RW

MOBC

LI-BAT

GNSSRSub-CAM

PCU

UTRx

COMM

S&F-ANT

CMD-ANT
4xTLM-ANT

(*収納時)

S&F

応用先：災害監視、水位・水質監視、地面の移動 

の監視、PH、土壌水分量、など 

 

300bpsにすることで 

8-130mWの送信成功 
（日本＋数か国での実験 

に成功。Mobile関連企業 

も実験に参加） 3kg TRICOM-1R 
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Rwandaと3UのCubeSat開発連携協定 

（Transform Africa Summit 2018/5) 

打上げ後記者会見 

（IT大臣）2019.9 
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2019/11/20 

ISS放出 
H-IIB 

での打
ち上げ
2019年 

9/25 
RwaSat-1 

Arkedge Space 



超小型衛星 

（大学の技術） 

ベンチャー 

（民の力） 

コンステレーション 

 （高時間分解能、 

  数・繰り返し） 

大学発超小型衛星による宇宙開発利用展開のビジョン 

研究開発資金提供 ⇔ 

新規技術開発・人材供給 
大量生産技術・運用技術開発 

        利用分野開拓 

多数衛星開発 

と運用 

 

カスタマー （政府、民間、海外） 

地球観測、通信、宇宙科学・探査、広告,---- 



グレーター東大塾での小山氏講演資料（2021.4.28） 



東大の衛星によるIoT通信の活用 
～海洋・災害監視ネットワーク、IoT補完など～ 

Data collection Data collection 
Data Downlink 

Ground 

Station 
高さ方向 

精度12cm 

衛星１機だと一日のうち40分ほどのみ受信。 

24時間受信体制にするには、おおむね50機。 

（3kg衛星1機 4000万円ｘ50=20億円） 

土砂崩れ前兆・海洋・ 

海中情報も観測 

低コストのブイを多数浮かべて津波観測網の構築 

TRICOM-型衛星 

GPS/

準天頂
の信号 

微小電力送
信機で送信 



発展が必要なICT技術と通信への期待 

• Digitalization (Digital Transformation) 

– 開発手法、オンボードの能力、自律化、データ解析 

– 高性能のオンボードコンピュータの必要性大 

• 変化のスピードへの対応, Agile開発 

– 実証の頻度とタイムリーさ必要。コンステでの実証回数重要 

– ユーザーからのフィードバックで向上するスピード感 

• 宇宙通信は、より速く、より広く、より柔軟に 

– SAR衛星などは莫大な情報量伝送、月・深宇宙からの通信 

– 軌道上サービスなどは、どこにいても地上と太い回線必要 

– 光通信（LEO-地上、LEO-GEO、深宇宙-地球、UAV経由） 

– SDR（Software Defined Radio)、Beam forming 

• ５G、B5Gとの連携：2次元から3次元、そして宇宙へ 

– Big Pictureを描いて全体を統括する企業・企業群必要 
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1. ポストコロナ時代の社会のキーコンセプト 

– 自律分散的な地域の中で人が高いQOLを維持できる社会 

– 地域間の人の移動をできるだけなくし「情報」と「物」が地域間を 
動くことで、新しい価値が創造される社会 

 

2. その中で生まれる新しい動き 

– 地域の中で楽しみ地域を大事にする個性あふれた生活 

– 自然に恵まれ、狭い土地に制約されない、高いQOLを 

– テレワークによる全国規模に分散した社員による企業の運営 

– 在宅勤務等による出生率向上へのモチベーション 

– 地産地消＋地域を超えた物の移動による特産品等の流通 

– 遠隔教育、遠隔医療、遠隔エンターテインメント 

 

3. その実現に向けての重要な社会インフラ 

– 安全かつ高速・大容量で、どこでもつながる情報通信技術（災害にも強い） 

– 人が介さない自動・自律的な「物」の移動技術 

– 遠隔での活動を支援する各種リモート技術、遠隔での観測技術 

ポストコロナ時代の社会像（私見） 



ICT分野におけるコミュニティへの期待 

• 将来（10年後、20年後、50年後）の社会像から、そこに必
要なICTを想像しよう 

– Big Picture→どんな技術が必要か（ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ）をバックキャスト 

– コロナ禍から派生する「分散社会」の可能性とそこでのICT 

• 受け身ではなく「新しい社会を作る」つもりで企画立案・実行を！ 

• 必要な技術開発・実用への戦略立案 

– 日本は技術開発は盛んでも、顧客を囲い込み、実用につなげ、
持続して発展する構図が描けていない。そこを描き実践しよう 

• 開発者、予算元、事業化主体、顧客の継続したｴｺｼｽﾃﾑ 

• 宇宙関係の技術開発には内閣府中心の衛星開発・実証ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑ・文科・総務・経産と連携（民のビジョンで政府を動かす！） 

• 国際連携の枠組み、標準化などへの参画戦略 

– 政府側も技術開発アイテムのインプットを期待している 

• 自らPlayerになる人・ｸﾞﾙｰﾌﾟが出てきてほしい 
– 一人でできうることは限界。如何に連携の仲間を見つけるかが重要 


