
NO. 発表カテゴリー テーマ 概要

13:30
｜

13:50
0

1 産業技術総合研究所
人間情報研究部門
研究グループ長 長谷川 良平 技術発表

宇宙飛行士の船外活動を支援す
る脳波/眼電スイッチの開発
～ ハンズフリーで意思伝達が可能
なテレパシー装置の実用化に向け
て ～

我々の研究グループでは、ALS患者など書字や発話が困難な重度運動機能障がい者に対
するコミュニケーション支援のために、脳波や瞬きなどの生体信号に基づく意思伝達装置の
開発を行なってきた。これらの技術は、船外活動のために身動きの取りにくい宇宙服を装着
した宇宙飛行士が他者への意思伝達を行ったり、各種装置を操作したりするためのハンズフ
リーインターフェースとしても応用可能である。また、脳波スイッチの強度に着目した認知機
能評価・訓練システムの開発も進めており、それらの技術は国際宇宙ステーションでの長期
滞在が及ぼす脳機能への影響の解明や、単調な生活になりがちな閉鎖空間での認知機能
低下の予防のためにも活用できる。

2 産業技術総合研究所
物理計測標準
研究部門
研究グループ長

雨宮　邦招 技術発表
黒を極めた「暗黒シート」－全ての
光を吸収×高い耐久性―

ゴム材料の表面に光閉じ込め構造を作ることで、柔軟で耐久性にも優れた「究極の暗黒シー
ト」を開発しました。紫外線～可視光～赤外線の全域で99.5 %以上の光を吸収し、特に熱赤
外線に対しては99.9 %以上という世界最高レベルの光吸収率を達成しました。撮像／分光分
析装置内の迷光／乱反射の防止に貢献します。当日は実物もお持ちしますので、見て、触
れてみてください。

3 産業技術総合研究所
知能システム
研究部門
主任研究員

大山　英明 技術発表
遠隔行動誘導による宇宙ステー
ション・基地の遠隔作業支援

遠隔行動誘導システムとは、拡張現実感(AR: Augmented Reality)技術により、遠隔地の専門
家の技能を現場で実現する革新的遠隔作業支援技術である。従来の遠隔作業システムは、
オペレータがPCの前で、マウス操作等により作業支援のためのAR表示を行うが、熟練者の
体で覚えた技能を有効活用することは難しい。テレイグジスタンス技術により指示者の周囲
に作業環境を再現し、指示者が自分の体を使って、作業者に手本CGを提示する遠隔行動誘
導技術により、熟練者の技能を有効に活用可能である。遠隔行動誘導技術は、通信時間遅
れを考慮した補正技術により、宇宙ステーションや基地での作業支援に貢献できる。

4 物質・材料研究機構／合同会社アキューゼ
物質・材料研究機構・セン
ター長
合同会社アキューゼ・CTO

川喜多　仁 技術発表
わずかな水分を見つけ出すセン
サー

目に見えないほどの小さな結露や、人の目や肌から放出されるわずかな水分を、湿度計と
いった従来の技術よりも高速・正確に検知できる技術です。国研発ベンチャーである合同会
社アキューゼを通じた提供方法と合わせてご紹介します。

14:10 - 14:15

S-Matching with 国研プレゼンター・テーマ一覧

時間

13:50
｜

14:10

モデレーター　コメント

プレゼンター

イントロダクション　モデレーター　尾﨑 典明　氏
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5 宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門
地球観測研究センター
技術領域主幹

冨井　直弥 ビジネスプラン発表 衛星によるインフラ調査点検

国内の社会インフラの老朽化に伴う調査点検費用の高まり、技術管理者の減少が社会課題
となっている。合成開口レーダ（SAR）を搭載した人工衛星ALOS-2（だいち2号）の観測データ
により河川堤防などの土木インフラ構造物の変位を把握する技術を用いることで、コスト縮
減、調査点検の効率化、定期測量の補完など可能となる。開発技術や今後の事業展開など
の概要について説明する。

6 宇宙航空研究開発機構
航空技術部門
次世代航空イノベーション
ハブ　ハブマネージャ

神田　淳 技術発表
路面埋設型の雪氷モニタリングセ
ンサ

JAXAでは、雪氷状態（雪の種類や厚さ）をリアルタイムでモニタリングする世界初の埋設型
雪氷モニタリングセンサの開発を進めている。センサは光とAIを用いたもので、一部技術は
国交省の委託を受け産学官の共同研究により開発を行っており、小型化・高精度化を進めて
いる。本センサは航空機の安全な離発着、運航効率向上、除雪効率向上に寄与する。また、
道路の路面管理やICTの高度化、鉄道運行管理での活用も期待されている。
現在、2021年からの空港での実証が予定されているが、センサシステム事業化に向けた
パートナを探しているとともに、空港以外でのセンサ実証の機会を模索している。

7
宇宙航空研究開発機構／合同会社パッチドコニッ
クス 代表社員代理 岡部　和子 ビジネスプラン発表

はやぶさの技術を身近に実感でき
るスマートアウトレットブレーカー
サーバー不要の新方式エネル
ギーマネジメントの実現へ

JAXA 発知財である、 「 独立分散制御方式」 を 用いた製品、スマートアウト
レットブレーカーを初公開。
サーバーを要せず片方向の同報と各個体での独立処理で高速かつ安定的な電力供
給を可能とする。見える化のみならず、システム全体のピークカットも実現。設
備の初期構築は不要な上に、既存の住宅・集合住宅・オフィス等に後づけ導入も
容易とする新時代エネルギーマネジメント製品である。

8 情報通信研究機構
ワイヤレスネットワーク総合
研究センター 宇宙通信研
究室　研究員

阿部　侑真 技術発表 NewSpace時代の宇宙通信技術

宇宙開発には欠かせない通信技術。
これまでNICTが取り組んできた、小型衛星・CubeSatによる光衛星通信、移動体
衛星通信用のアンテナ技術、フレキシブル運用が可能な衛星中継器などの宇宙通
信技術に関する研究開発成果を紹介する。
これらの技術と様々な分野のユーザとの連携により、NewSpace時代の新たな価値
創造を目指したい。

14:35 - 14:40

14:40 - 15:00

14:15
｜

14:35

休憩・名刺交換

モデレーター　コメント
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9 筑波大学 講師 柏木　隆成 技術発表
宇宙事業に向けた高温超伝導体
テラヘルツ波発振器の開発

高温超伝導体の単結晶に含まれる固有ジョセフソン接合を利用したテラヘルツ帯の電磁波
発振器の開発を行っております。現在までに，0.3〜2.4 THz程度の発振周波数を得ることに
成功しております。基本的には，この周波数帯域で単色の連続発振が可能です。例えば，0.5 
THzで数百MHzの発振線幅の連続発振が可能です。現在は，テラヘルツ帯域の高感度電磁
波検出ミキサーの局部発振器などへの利用を目指し研究を行っております。当日は，この発
振器の動作原理や現状の性能などについて説明いたします。

10 茨城大学 理学部　准教授 野澤　恵 技術発表
太陽が暴走するとき、我々は生き
延びることができるか

太陽からのエネルギーは地球上の生命に欠かせません。しかし、巨大な太陽面爆発(フレア)
が発生すると人類社会に甚大な影響を及ぼします。1989年には、カナダにおいてフレアの影
響で変電所システムが破壊され大停電が発生しました。もし、より巨大なフレアが発生する
と、社会基盤となっている衛星からの通信が途絶え、その影響は地球上の広範囲に渡りま
す。我々は現在、太陽活動と衛星軌道の関係を研究しており、小規模な太陽活動であっても
宇宙環境に影響を与えることがわかってきました。発表では太陽活動の規模の違いによる宇
宙環境の影響について解説します。

11 茨城大学
広域水圏環境科学教育研
究センター 教授

桑原　祐史 技術発表
地上計測と宇宙からの計測を合わ
せた緑地の地域性

衛星リモートセンシングによる地球観測により、都市環境の変化を時系列で把握することが
できます。近年では解像度だけでなく観測頻度や観測波長帯も増加し、更に多様な地球の姿
が分かるようになってきました。そこで今回のプレゼンでは、地上計測によるＣＯ２濃度データ
と、衛星データから生成する緑地関連の情報を組み合わせ、地域の緑地の状況を季節毎に
精緻に定量化する一つの取り組みをご紹介します。ご紹介する成果内容は、現在、ＣＯ２を
計測するセンサそのものや、水域直上ではどうなっているのか、いろいろな方法で計測実験
を進めています。安くて簡易に沢山の計測点から構成されるセンシングシステムの将来像も
併せてご紹介します。

12 茨城大学 工学部　准教授 祖田　直也 技術発表
小型高速モータの高効率高パワー
密度のための鉄心形状設計

宇宙用探査ローバーや火星用ドローンなどに使用される小型モータは軽量かつ高出力であ
ることが求められているが、バッテリーで駆動するために高効率である必要がある。高出力
かつ高効率な小型モータを実現するためには、高回転数・高周波励磁においても渦電流損
を抑えることの出来る極薄の電磁鋼板をモータの鉄心として利用することが有効である。しか
しながら、どんなに優れた特性を持つ電磁鋼板も磁気特性を無視した鉄心形状設計を行うと
逆に鉄損増加を招くこととなる。本講演では、ベクトル磁気特性を導入した有限要素磁界解
析を小型モータに適用し、鉄損低減のための固定子鉄心形状について調査した結果を報告
する。

15:20 - 15:25

15:00
|

15:20

モデレーター　コメント
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13 合同会社Sigma-SAR研究所 代表 北沢　至 ビジネスプラン発表
地球観測衛星データ「合成開口
レーダーデータ」の解析システムと
地表面監視サービスの紹介

「Sigma-SAR Cloud Platform  (SSCP)」は、地球観測衛星データ「合成開口レーダー（SAR）
データ」を誰でも簡単に自分で解析することができるクラウドサービスです。SSCPでは、SAR
衛星で取得したデータを元に、SAR画像を作成したり、「干渉解析」で２時期の地表の様子を
比較したりすることができます。特に「干渉解析」からは、地盤の沈下や隆起、地表の構造物
や植生の変化、地震や地すべり等による大規模な地面の動きや断層の出現など、さまざまな
事象を検出し可視化することができます。本イベントでは、実際にSSCPを使って解析した結
果からわかる地表面の変位の実例をご覧頂きます。

14 Astrocean株式会社 代表取締役 森　琢磨 技術発表
【宇宙教育×地方創生】ハイブリッ
ドロケット洋上打上げイベント

千葉工業大学とAstroceanは3月2日に日本初のロケット洋上打上げに成功しました。そして
現在9月21日～23日に次の洋上打上げを予定しています。二回目の打上げには大林組も加
わり、私たちは3つの新しいことに挑戦します。1．洋上打上げ台Ocean Nano 02の改造と新
技術の実験、2．打上げ実施場所の千葉県御宿町を巻き込んだクラウドファンディングの実
施、3．洋上打上げを体験型のイベントにする
洋上打上げは陸上打上げに比べて安全確保が容易なため、日本中の自治体が手軽にロ
ケット打上げイベントを開催出来る可能性があります。更に、ロケット打上げ場所を求める全
国の学生団体は、自らの拠点近くでより多くの打上げ機会を得られます。

15 株式会社 天地人 代表取締役 櫻庭　康人 ビジネスプラン発表
宇宙から見つけるポテンシャル名
産地

衛星データの複合的分析で、その時・その土地で最適な作物を発見し、土地選定・営農戦略
に反映。その土地によりそった農業で土地の力を生かし切る。

16 合同会社Yspace 共同代表 川﨑　吾一 ビジネスプラン発表 VRを用いた宇宙開発

Yspace（ワイスペース）は宇宙ＶＲコンテンツの開発を通じて人と宇宙をつなぐ体験の提供を
行う宇宙スタートアップ企業です。航空宇宙工学やロボット工学の専門分野を基盤とし、宇宙
と最先端のテクノロジーを融合させ、宇宙に携わる技術、広告、教育、エンタメなど幅広い分
野で世界中の人々がこれまで出合ったことがない“初めて”の体験を届けます。現在世界で
は、月面探査プロジェクトが進められており、Yspaceでは先端テクノロジーであるVRを用いた
宇宙開発での利用も研究開発をしています。その他にも可視化が難しい宇宙開発や天文学
などもVRを用いて一般の人にも直観的に体験できるような製品も制作しております。

15:45 -15:50

15:50 -16:10

モデレーター　コメント

休憩・名刺交換

15:25
|

15:45
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17 株式会社OUTSENSE 代表取締役社長 CEO 高橋　鷹山 技術発表 宇宙居住施設の構築を目指して

私たちは、人が宇宙で生活し経済圏の構築、そして新しい文化の創出を行う人類の進化を求
め、宇宙環境に対応した居住施設の構築を目指しております。宇宙開発の中で壁になってい
るコスト問題を乗り越えるために、折り紙の技術を用いて輸送コスト低減に取り組んでおり、
実現に向けて研究開発を行なっております。
現在は、折り紙技術の開発レベルを上げるために、地上での製品化に向けた取り組みも進
めており、宇宙開発と地上での事業を一緒に進めていきたいと考えております。

18 マゼランシステムズジャパン株式会社
営業部・マーケティング担
当

野口　健太
技術発表／ビジネス
プラン発表

準天頂衛星「みちびき」対応の高
精度測位受信機メーカーのマゼラ
ンシステムズジャパンの自動運転
に向けた取組とソリューション

CEATEC2015アワード受賞・CEATEC2017アワード受賞・第3回 宇宙開発利用大賞 「国土交
通大臣賞」受賞。 農機、建機、産機、ドローン、自動車の自動運転がどんどん身近な物にな
り、 自動運転に欠かせないキーテクノロジーである『GNSS(Global Navigation Satellite 
System/全球測位衛星システム)』。 マゼランシステムズジャパンのGNSS受信機は既に多く
の分野で、自動運転車両、移動体の量産製品にご採用頂いております。 準天頂衛星「みち
びき」からのL6信号に世界で初めて対応。CLAS/MADOCA両方式、RTKにも対応。プレゼン
テーションでは、これまでの取組や実績、提供できるソリューションにつき、講演。

19 STONY 医師、医学博士 石北　直之 ビジネスプラン発表 宇宙医療

宇宙には未だ麻酔器がありません。有人宇宙活動では、無補給かつ狭小なスペース、通信
遅延の状況下で医療行為を行わなければならず、簡単に扱えてコンパクトな麻酔関連機器
や、現地調達可能な薬剤による麻酔法の確立が急務でした。この問題を解決するのが超小
型簡易吸入麻酔システム『嗅ぎ注射器』です。動力に電気を要さず、３Dプリントも可能なの
で、地球からどんなに離れた所でも、瞬時に送り届ける事が出来ます。この技術は、S-
Booster2017にてANAHD賞、2018年にはAerospace Medical AssociationにてR&D Innovation
賞を受賞しました。現在私たちは、麻酔ガスリサイクル装置を群馬県と共同開発中で、完成
すれば手術時の痛みの心配が無くなる事は勿論、人工冬眠が現実のものとなるでしょう。

20 個人 後藤　将之 ビジネスプラン発表
海洋宇宙開拓事業「魚と人のコミュ
ニケーション」

辺境の開拓史は巨大組織がインフラを整えてから始めたものではありません。
現代に残る辺境、海洋と宇宙の開発を個人で始められるビジネスにします。

16:30 - 16:35 モデレーター　コメント

16:10
|

16:30
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21 宇宙工学コンソーシアム（UNISEC） 国際委員会委員長
川島レイ
百瀬晴基(学生イン
ターン)

技術発表
「HEPTA-Sat」人工衛星ハンズオ
ントレーニングのご紹介

HEPTA（Hands-on Education Program for Technical Advancement）－Satは、もともと、日本
大学において、衛星開発新人教育用のプログラムとして開発されました。自分のペースで、
手、目、耳、頭、など、体のすべてを使って知識を体得できるプログラムになっており、工学系
の知識がある方はもちろん、文系の方も、プログラムの経験がない方も、終了後には、プログ
ラミングを含む一通りの衛星製作の基礎知識が身につきます。すでに、日本国内はもとより、
海外展開をはかっており、ブルガリア、南アフリカ、UAE、ネパール等に加え、昨年度はオー
ストラリア、オマーン、フランス、ルワンダの受講生に対してトレーニングを行っております。本
プレゼンテーションでは、HEPTA-Satトレーニングの特徴や実際に受講された方のフィード
バックを織り交ぜながら、人工衛星のハンズオントレーニングおよびキットのご紹介をいたし
ます。

22 宇宙広報団体(TELSTAR) 西川　俊吾 ビジネスプラン発表
フリーペーパーを用いた宇宙広報
活動

「宇宙への興味を0→1へ」を目標に大学生が集まり、中高生向けフリーペーパーを発行する
宇宙広報団体TELSTARの紹介

23 宇宙開発フォーラム実行委員会(SDF) 渉外チーフ 早坂　友希 ビジネスプラン発表
宇宙開発における文理融合の実
現に向けた、学際的な視点からの
貢献

9月に開催する宇宙開発を学際的に扱った参加型シンポジウム「宇宙開発フォーラム2019」と
メンバーの興味関心に基づいた活動である「プロジェクト」の説明。

24 宇宙建築学サークルTNL 長谷川 翔紀 ビジネスプラン発表
宇宙建築学サークルTNLにおける
活動報告

学生団体である宇宙建築学サークルTNLが行なっている宇宙建築の周知活動および研究活
動の報告。また、活動に関連したクラウドファンディングの告知。
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