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祝辞
第４回宇宙開発利用大賞を受賞された皆様に、心よりお祝い申し上げます。
アポロ１１号によって人類が初めて月面に大きな一歩を記してから半世紀。我が国は、新
たなフロンティアの開拓に向けて、米国とともに幅広い国際協力の下、火星も視野に入れ、
月を周回する宇宙ステーションの整備や月面での継続的な有人探査に挑戦することを決
定しました。我が国の宇宙開発利用は新たなステージに進みます。
宇宙はまた、私たちの社会に欠かせないものとなっています。衛星による測位や観測、通
信は、
日々の暮らしを豊かにするだけでなく、災害時の状況把握や情報伝達、
さらには我が
国の安全保障にも重要な役割を果たすようになりました。
これからのSociety5.0の時代
においては、我が国の宇宙開発利用が更に進化し、社会の発展に大いに貢献することが期
待されます。
今回の受賞案件は、宇宙活動の幅を広げる先進技術や国民の関心の高い防災面での新
たな宇宙利用の提案、
さらには将来の宇宙活動を支える人材の育成まで、多様なものとな
りました。
これらの取組が、我が国の宇宙開発利用の更なる拡大につながっていくことを期
待しています。
今回、宇宙開発利用大賞を受賞されました皆様方の益々のご活躍とご成功を祈念いたし
まして、私の祝辞といたします。
令和2年3月23日

内閣総理大臣

安倍晋三

祝辞
第４回宇宙開発利用大賞を受賞された皆様、誠におめでとうございます。
今回の宇宙開発利用大賞では、ベンチャー企業等の従来の発想にとらわれない革新的
なアイデアや新たな分野への取組を積極的に評価しました。
また、近年、各地で多くの自
然災害が発生しており、国民の皆様の防災に対する意識が高まっていることから、防災
等、国民の安心・安全につながる案件の募集を強化しました。
今回受賞された取組は、科学技術の発展に資するものや、これまで宇宙になじみの薄
かった方々にとって宇宙利用の敷居を下げるものもありました。我々にとって、宇宙利用
が、今後の生活空間にさらに浸透してくること、国民に宇宙を利用する機会が創出されて
いることを実感しました。
このような取組の担い手は、ベンチャー企業や大学などに及び、
その裾野は広がりを見せています。
受賞された皆様におかれまして、今回の受賞を契機に御活動の場が一層広がり、
さらな
る飛躍へとつながっていくことをお祈りいたしまして、お祝いの言葉といたします。
令和2年3月23日

内閣府特命担当大臣（宇宙政策）
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宇宙開 発利用大賞 とは

宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進に
おいて大きな成果を収める、先導的な取り組み
を行う等、宇宙開発利用の推進に多大な貢献を
した優れた成功事例に関し、その功績をたたえる
ことにより、我が国の宇宙開発利用の更なる進展
や宇宙開発利用に対する国民の認識と理解の醸
成に寄与することを目的とした表彰制度です。
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募集対象

以下の事例について、顕著な功績があったと認められる
個人又は団体に対して表彰します。

1

5

宇宙に関連し、商品・サービスを提供し、宇宙の利用拡大に成果
を上げた個人又は団体

2

宇宙に関連し、今後の宇宙利用の拡大に成果が期待できる独創

3

中小企業、大学等で、宇宙に関連し、優れた技術を保有し、
我が国

4

宇宙に関連し、優れた研究開発を行い、宇宙の開発利用に貢献し

的な宇宙利用の方法の考案等を行った個人又は団体

の宇宙産業の発展に貢献している個人又は団体

ている個人又は団体

5

宇宙に関連し、教育、広報や地域のまちづくり等において、宇宙

6

宇宙に関連し、防災等、国民の安心・安全につながるものにおい

の開発利用に貢献している個人又は団体

て、宇宙の開発利用に貢献している個人または団体
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表彰の種類
内閣総理大臣賞
極めて顕著な功績があったと認められる事例

内閣府特命担当大臣（宇宙政策）賞
特に顕著な功績があったと認められる事例

総務大臣賞
情報通信の発展、地域の振興等の視点から特に顕著な功績があったと認めら
れる事例

外務大臣賞
平和で安全な国際社会の維持、良好な国際環境の整備等の視点から特に顕著
な功績があったと認められる事例

文部科学大臣賞
科学技術・学術の振興等の視点から特に顕著な功績があったと認められる事例

農林水産大臣賞
農林水産分野における宇宙開発利用の推進の視点から特に顕著な功績があっ
たと認められる事例

経済産業大臣賞
鉱工業の振興の視点から特に顕著な功績があったと認められる事例

国土交通大臣賞
国土交通分野における宇宙開発利用の推進の視点から特に顕著な功績があっ
たと認められる事例

環境大臣賞
地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及びその他の環境の保全の視点
から特に顕著な功績があったと認められる事例

防衛大臣賞
防衛分野における宇宙開発利用の推進の視点から、防災を含む国民の安心・安
全への寄与に特に顕著な功績があったと認められる事例

宇宙航空研究開発機構理事長賞
宇宙開発利用の技術の観点から顕著な功績があったと認められる事例
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審査方法
審査方法
関係府省等による予備選考を経た後、有識者等で構成される選考委員会
による審査を経て、受賞者の選出を行いました。
選考委員会
委員長

柴崎

亮介

東京大学空間情報科学研究センター教授

青木

英剛

グローバル・ブレイン株式会社パートナー／宇宙エバンジェリスト

神武

直彦

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授

鈴木

弘二

アジア防災センター所長

中川

翔子

歌手・タレント

根本

勝則

日本経済団体連合会専務理事

室山

哲也

日本科学技術ジャーナリスト会議副会長

森
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浩久

内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官

森下

信

総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課長

山地

秀樹

外務省総合外交政策局宇宙・海洋安全保障政策室長

藤吉

尚之

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課長

松本

賢英

農林水産省大臣官房政策課技術政策室長

浅井

洋介

経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産業室長

金子

純蔵

国土交通省総合政策局技術政策課長

吉川

圭子

環境省地球環境局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室長

北岡

亮

防衛省防衛政策局戦略企画課宇宙・海洋政策室長

鈴木

裕介

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構チーフエンジニア室室長

第4回
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受賞事例一覧
小型光通信装置SOLISSによる宇宙通信インフラ構築への貢献
内閣総理大臣賞

内閣府特命担当
大臣（宇宙政策）賞

総務大臣賞

外務大臣賞

文部科学大臣賞

農林水産大臣賞

経済産業大臣賞

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 岩本 匡平
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 伊藤 大二
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 澤田 弘崇

民間企業単独で開発したロケットとして我が国初の宇宙空間到達
インターステラテクノロジズ株式会社

能代宇宙イベントを中核とした地方活性化と人材育成・企業協力
能代市
秋田県

UNISEC-Globalによる国際的宇宙教育・啓発活動
UNISEC-Global

川島 レイ

宇宙線を活用した巨大物体の内部イメージング
名古屋大学

森島

邦博

空から診る精密農業 クラウド型営農支援サービス
「天晴れ」
国際航業株式会社

土砂崩れ災害検出など、衛星データへのAI解析事業
株式会社Ridge-i

先端情報通信技術によるリアルタイムひまわりデータ可視化アプリ
国土交通大臣賞

特定非営利活動法人太陽放射コンソーシアム 中島
国立研究開発法人情報通信研究機構 村田 健史
株式会社ウェザーニューズ 森田 清輝

環境大臣賞

九州大学 大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター
九州大学 大学院 工学研究院 社会基盤部門 岡島 裕樹
株式会社パスコ

防衛大臣賞

選考の結果、
「該当なし」
となりました。

映至

G空間情報技術を活用した地域防災システムの研究開発と社会実装

宇宙航空研究開発
機構理事長賞

三谷

泰浩

アジア諸国への超小型衛星技術教育と実利用ネットワークの構築
北海道大学 大学院理学研究院
東北大学 大学院工学研究科
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内閣総理大臣賞
事例名

小型光通信装置SOLISSによる宇宙通信インフラ構築への貢献

受賞者

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 岩本匡平、伊藤大二
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 澤田弘崇

事例の概要

SOLISSシステム概要図

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所と国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構は、将来の衛星間や地上との大容量リアル
タイムデータ通信の実現を目指して、光ディスク技術を利用した精密
指向制御技術による長距離光通信を可能とする小型光通信装置
「SOLISS」
（ Small Optical Link for International Space
Station、以下、SOLISS）
を共同開発した。SOLISSは、国際宇宙ス
テーション
（以下、ISS）上の「きぼう」日本実験棟の船外実験プラット
フォームに設置され、軌道上実証を行っている。

選考委員会講評／受賞のポイント
宇宙空間における光通信は、現在の電波通信より、高精度、長距離、
セキュリティに優れた通信を可能とし、
また、電波チャネル不足の影響
を受けないことから、将来の衛星間、衛星・地上間、あるいは、宇宙探
査の領域での利用が期待される。
また、地上の光ファイバーよりも高
速・リアルタイム通信を可能とすることから、地上の光ファイバー網
の代替として通信環境を提供する可能性を持っている。本件取組は、
高精度化、小型・軽量化、低コスト化をはかった装置をＩＳＳ上で実証し
ている点が評価される。

SOLISSフライトシステム

ポイント・具体的成果等
1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
本技術は、今後、衛星又は宇宙での長距離通信のインフラストラクチャ
（インターネット網）の構築という宇宙開発利用の新たな領域創造に貢献
する。加えて、ISSや月、火星圏と地球との通信手段、更には月面の探査
ローバやロボットの通信手段など幅広い利用が期待されている。
こうし
た宇宙探査の分野の通信手段としての利用を通じて、将来の人類の生存
圏拡大や宇宙での活動領域の拡大に合わせた新たな通信事業の領域創
造にも貢献できる。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
情報技術の飛躍的な発展などにより、衛星システムによる通信や画像
データ利用に関する期待が高まっており、欧米を含め、様々な衛星コンス
テレーション運用の計画だけでなく実運用や試験運用が進行し、当該分
野へ盛んに投資が行われている。今後、衛星コンステレーションがイン
ターネット通信網として多用される時代が到来する場合、SOLISSは、高
精度化、小型化・軽量化、低コストによる量産化及び通信品質という価値
を提供できる点に加え、光は電波と比べて広帯域の電磁波であるという
利便性があり、電波チャンネル不足にも対応できる点において有用と考
えられることから、本技術は大容量通信を必要とする衛星間及び地上と
の通信に用いるデータの利活用の促進・拡大の基盤となり、
これに関連
する宇宙開発利用市場の拡大に貢献できる。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
光ファイバー中の光速は、光を伝搬させるコア部の屈折率を1.5（石
英ガラスの一般的な値）
とした場合に20万km/秒に対し、真空である宇
宙なら30万km/秒となることから、金融サービスに応用可能。
また、光
ファイバーの有線ネットワークよりも柔軟な通信インフラを構築できる
ため、SOLISS又はその技術を使用した衛星及び地上局がカバーするエ
リアであればどこでも、将来ブロードバンド・インターネットサービスを提
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問い合せ先

供でき、生活に貢献できる。
また、将来、光通信のみが実現しうる量子暗
号を使用した高度なセキュリティを必要とするユーザー向けのソリュー
ション・サービスも提供可能になる。

４．技術への貢献
光ディスク技術を基礎として小型受信機にレーザー光を途切れること
なく正確に照射し続ける精密指向制御技術やその量産技術などの
SOLISSに実装された技術を応用することにより、ISSと地上との長距
離光通信(1550nm帯の光源を有し、最大1000km程度の距離におい
てEthernetプロトコルで双方向通信)において通信機器の高精度化、小
型化・軽量化（通信部：断面90mm x 100mm、1.2kg）、低消費電力化
（通信時消費電力36W）及び従来よりも低コストでの量産化、並びに、そ
れらを実現しながらの通信容量の確保（100Mbps）及び電波チャンネ
ル不足への対応が可能となる。

５．普及啓発への貢献
雑誌「Nature」2018年2月8日号におけるISEF2(The 2nd
International Space Exploration Forum)の特集記事、雑誌「日
経エレクトロニクス」2018年11月号における特集記事、雑誌「月刊
オプトロニクス」2019年2月号における「光ディスク技術を用いた小
型宇宙光通信モジュールの研究開発」の記事にも、それぞれ掲載され
ている。また、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所と国立研
究 開 発 法 人 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構は、2 0 1 8 年 2 月8日付け及び
2019年7月29日付けにて共同プレスリリースを実施しており、それ
らに関連する新聞等の複数メディア掲載記事がある。

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所
Mail： csl-pr@csl.sony.co.jp
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内閣府特命担当大臣
（宇宙政策）
賞
事例名

民間企業単独で開発したロケットとして我が国初の宇宙空間到達

受賞者

インターステラテクノロジズ株式会社

事例の概要
受賞者は、
2019年5月、
北海道大樹町から観測ロケット
「宇宙品質に
シフト MOMO3号機」
を打ち上げ、民間企業単独で開発・製造したロ
ケットとして、我が国で初めて宇宙空間に到達した。
同社は、部品の内製化や民生品の活用等により従来価格の10分の
1までロケットを低価格化しており、
また、打上げにあたっては、その費
用をクラウドファンディングやロケットの機体広告、ネーミングライツ
の手法も取り入れて募るなど、民間企業ならではの取組を進め、広く
宇宙開発利用に関する興味と関心を高めることに貢献している。

打 上 げに成 功
した
「MOMO3
号機」

高度113.4kmの宇宙空間に
到達

打 上げ成 功 時 のインターステラテクノ
ロジズ司令所内の様子

選考委員会講評／受賞のポイント
民間企業単独でロケットの開発・製造・運用を行い、宇宙空間到達
を達成したことは高く評価できる。民間企業ならではのクラウドファ
ンディングやネーミングライツ等の創意工夫を行うことで、収益化も
果たしている。
また、
メディアへの露出等により、宇宙ビジネスへの興
味関心を大きく惹起している。

ロケットに搭 載 するペイロード（ 荷 物 ） 企 業 版ファンクラブを設 立し、開 か れ
た 宇 宙 開 発を加 速

ポイント・具体的成果等
１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
2005年から単独でロケットの開発に着手し、
大樹町で合計15機のロ
ケットを打上げ、2019年5月には民間企業単独で開発・製造した観測ロ
ケット
「宇宙品質にシフト MOMO3号機（以下、MOMO3号機）」
を宇宙
空間に到達させるなど、技術的難易度の高いロケット開発が、従来の政
府・JAXAや大手企業によるものだけではなく、ベンチャー企業でも実現
できることを証明。部品は市販の汎用品を用い、エンジンや機体を自社
工場での開発・製造により、従来ロケットの10分の1の低価格化を実現。
「MOMO3号機」と、2019年7月に打ち上げた「ペイターズドリーム
MOMO4号機」では機体広告や搭載品（ペイロード）、ネーミングライツ
等スポンサー獲得により、
1機あたりの開発費を回収し、
収益化に成功。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
「MOMO」
によって、科学ミッションの他、紙飛行機を宇宙空間から飛
ばす等のエンターテインメントや企業・商品PRを目的とするなどロケッ
トの使い道が拡大。企業版ファンクラブ
「みんなのロケットパートナーズ」
を設立、
ミッションに共感した18の企業・団体がパートナーとして参画企
業・団体のサポートによりロケット開発を加速。今後、人工衛星から得られ
るビッグデータの活用拡大が見込まれる中、超小型人工衛星を打ち上げ
る軌道投入用ロケット
「ZERO」は打上げ需要の獲得が期待されており、
実際に国内外の衛星運用事業者とMOUの締結が進展。
「 ZERO」は
2023年の打上げを目指している。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
「MOMO3号機」打上げは、32媒体113名に取材され、海外メディ
アにも露出。
「MOMO」初号機から4号機までの打上げには町内外から
計17,438人（大樹町調べ）が来訪。宿泊や食事、お土産等の面での経
済波及効果が町内外で多く確認されている。町外からの移住者が大半
を占める社員は、27名まで増加し、会社説明会には定員の倍以上の応

問い合せ先

募があるなど、人口減少と高齢化が進む大樹町の活性化に大きく貢献。
地元を中心に、大樹町に新たな射場整備を含めた事業計画を検討する企
画会社「北海道航空宇宙企画(株)」
も設立された。新射場を整備した場合
の道内経済波及効果は年間267億円（2017年5月、(株)日本政策投資
銀行北海道支店及び北海道経済連合会推計）。

４．技術への貢献
調達・取扱いが容易で低価格なエタノールを燃料に使用、
ロケット搭載の
電子装置は自社開発、
民生の汎用品の電子部品を積極的に採用、
調達・加工
が容易で安価な素材を選定、
普通の町工場にある設備を使って部品を内製
といった取組により、
従来価格の10分の1となる低価格なロケットを開発。
低価格化により、
大学等の研究でも観測ロケットを使いやすくなるほか、
研
究以外の分野においても、
例えば、
エンターテインメントや企業・商品PRな
ど様々な用途への拡大が進んでいる。
「MOMO」
の開発により、
民間企業とし
ては、
Space X、
Blue Origin、
Rocket labに続いて世界で4番目となる液
体燃料・姿勢制御という国内初となる技術を確立。

５．普及啓発への貢献
打上げにあたり、
計5回のクラウドファンディングを実施。
合計で、
累計約
3,900名から9，
000万円以上の支援を獲得。
月額制のファンクラブを運
営。
約400名の会員に向け、
開発レポートの配信やファンクラブ感謝祭を実
施。
大樹町ふるさと納税の仕組みを活用し、
過去3期で合計7,000万円以
上の寄附を集め、
誰でも宇宙開発に関われる選択肢を増やしている。
こうし
た取組の結果、
ロケット打上げに対する注目が高まり、
打上げのライブ中継
のほか、
継続的にNHKなどの全国ニュースやウェブメディア等にて報道さ
れており、
広く宇宙開発利用に関する国内の興味と関心を高めている。

インターステラテクノロジズ株式会社
TEL： 01558-7-7330

WEB： http://www.istellartech.com/
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総務大臣賞
事例名

能代宇宙イベントを中核とした地方活性化と人材育成・企業協力

受賞者

能代市
秋田県

事例の概要
2005年より続く
「能代宇宙イベント」では、全国の大学生等が単
なる
「実験者」
としてではなく地域や監督官庁との調整にも主体的に
関わる事で、未来を切り拓く技術・知識やチャレンジ精神・マネジメン
ト力に加え、社会との調整力を有する人材を育んでいる。延べ9000
名にもおよぶ人材を宇宙分野のみならず日本の各分野に供給し大
手・ベンチャーを支えると同時に、地方との交流人口を増加させ、毎
年約1500万円もの経済効果を地域に創出している。

＜共同実験の様子：
陸上から海上に向
けて、最高十数km
の打上が可能＞

＜人材供給＞就職協定後の企業と
学生のマッチングの場としても、技
術交流会や共同実験は活用されて
いる。

＜地域交流人口の増加状況＞
©北羽新報社

選考委員会講評／受賞のポイント
長年にわたり学生にロケット打上実験の場などを提供し、現在の宇
宙産業を牽引する人材育成の場として非常に大きい役割を果たすと
ともに、普及啓発活動としても成果を出している。
宇宙を利用した町おこしを核に、観光資源として経済効果も生み出
すなど地域振興の観点からも優れた成功事例。
＜地域のまちづくりと一体化した取組＞

＜宇宙教育を通じた地域の教育振興 /活性化も
併せて実施＞

ポイント・具体的成果等
1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
能代市と秋田県は全国に先駆けて、
「ともすれば危険」にもなりうるロケッ
ト等の実験の場を学生に開放。
「新たな領域・創造」にチャレンジしたい学生
の気持ちを大切にしつつ、自分達で安全に関して充分に考え、周囲の住民や
関係各所へきちんと説明しながらコンセンサスの熟成過程を経験すること
で、学生が安心に関しても学ぶ機会を提供。15年以上にわたり延べ9000
名の学生を育て、宇宙以外の分野にも多くの企業や研究機関に人材を輩出
してきた。また計画段階も含めて本取組に関わった学生達が、ベンチャー分
野で新たな領域創造の中核となる人材に育っている。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
学生が単に実験に参加するだけではなく、地元や関係機関との調整など
も全て実施することで、
コミュニケーション能力や問題解決能力の醸成に寄
与している。また、アクセルスペースの中村社長が立ち上げに関与したり、イ
ンターステラテクノロジズの稲川社長以下多くの社員が共同実験参加者と
して参加したりするなど、本イベントは日本を代表する宇宙ベンチャーの発
展にも貢献している。
また都心部では実施不可能な「宇宙教育」の現場として、能代市に交流人
口の増加をもたらしており、夏場の時期だけで毎年数百人の学生が1〜2週
間も滞在することで、その直接的な経済波及効果だけで約1500万円と見
積もられている。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
秋田県産業労動部により中小企業地域資源活用促進法に係る地域資源の
うち，能代市における観光資源として「能代宇宙イベント」が指定されるな
ど、観光産業としての効果が認められている。
また能代宇宙イベントを契機とし、能代市の小学６年生全校児童に対して
平成23年より毎年小型モデルロケットの打上教室が開催されており教育の
高度化にも貢献している。
また秋田県では航空宇宙産業に対する関心も増加し、県庁を中心とした
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「秋田輸送機コンソーシアム」も結成され、売上高も120倍の増加を見せて
いる。今後、能代宇宙イベントに参加する学生達と企業との交流を深めるこ
とで、
これら秋田県の航空宇宙産業への人材供給等も期待できる。

４．技術への貢献
以下のように技術に貢献している。
・ 小型模擬人工衛星や小型ロケットに搭載する電気電子回路の組み込み技
術や制御技術
・ 係留気球の安全な昇降方法の確立
・ 上空の係留気球に対してペイロードのみを安全安定に昇降させる技術
・ドローンを用いた上空からのペイロード放出技術
・ 屋外における安全な高圧ガスボンベの取り扱いに関するノウハウと技術
・ 小型飛翔体を安定して飛翔させるために必要となる設計パラメータの絞
り込み
・ 上空の風向風速の測定技術および予測技術
・ 2km以上離れた地点間で2.4GHz 帯による安定した通信技術の確立
・ 小型ロケットを安全に打ち上げるための審査項目の絞り出しとその評価方
法の確立

５．普及啓発への貢献
能代市での共同実験に関しては、例えば「ロケットガール養成講座」が日本
テレビの「真相報道バンキシャ!！」でも取り上げられるなど、多くの普及啓発効
果を上げている。
またイベント開催時期には毎年地元紙でも連日一面で取り
上げられるなど、普及啓発効果が大きい。能代市の小学6 年生には全員、毎
年モデルロケット授業も実施されており、地元での教育普及効果も大きい。
また能代市での実験の場の開発を契機に、和歌山市加太、伊豆大島、御
宿でも新たな実験の場の開発が進められており、十数校が教育ツールとし
てロケット等打上げ実験を行うようになり、大きな教育普及・啓発効果を生
んでいる。

一般社団法人あきた宇宙コンソーシアム
TEL： 080-2809-6507

WEB： http://www.noshiro-space-event.org/
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外務大臣賞
事例名

UNISEC-Globalによる国際的宇宙教育・啓発活動

受賞者

UNISEC-Global

川島レイ

事例の概要
受賞者は、
日本の大学における宇宙工学教育と大学衛星の発展を生
んだUNISEC（大学宇宙工学コンソーシアム）
と同様の大学連携を各
国に作ることをエンカレッジする国際組織UNISEC-Globalを2013年
に設立し、
シンポジウム・ミッションアイデアコンテストの開催、
デブリ除
去コンテスト等によるCode of Conductの新興国への啓発、
CanSat
やHEPTA-Satのトレーニングなど幅広い教育・普及啓蒙活動を国際
的に行い、
54か国・地域の加盟を得るなどの成果から、
UNCOPUOS
のPermanent Observerのステータスを2017年に獲得した。

第5回ミッションアイディアコ
UNISEC-Globalのビジ HEPTA-Sat Training
（MIC5）の表彰式
ョンと４つの主要活動
（2019年1月、
オーストラリア・ア ンテスト
フランス・ス
デレードで開催された国際宇宙大 （2018年11月、
トラスブールの国際宇宙大学
学の南半球短期コースにて）
で開催された第6回UNISEC
世界大会において）

選考委員会講評／受賞のポイント
シンポジウムやコンテスト等による新興国への啓発、衛星開発技術
のトレーニングなど幅広い教育・普及啓蒙活動を国際的に行い、日本
及び５４か国・地域の大学における宇宙工学教育と大学衛星開発の発
展に寄与した。その成果により、2017年、国連宇宙空間平和利用委
員会
（COPUOS）
において常任オブザーバーの地位を得ており、
宇宙
分野における日本の国際的地位向上に貢献した。

国際連合宇宙空間平和利用委員会
（COPUOS）での川島氏のステー
トメント発表（2018年6月ウイー
ンで開催されたUNISPACE+50
にて）

UNISEC Local Cha
pter（UNISEC-Turke
yなどUNISEC設立済
みの19カ国・地域）お
よびUNISEC Point of
Contact（ 設立準備中
の36か国：下図）

ポイント・具体的成果等
１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
UNISEC-Globalの原型は2010年にほどよしプロジェクトの中における
国際連携・教育・普及啓蒙活動として川島氏のリーダーシップで造られ、
2013年に、日本のNPO法人UNISECが国内の大学の実践的な宇宙工学
教育に貢献し、大学衛星がアメリカに次ぐ50機以上打ち上げられ、人材育成
にも顕著な効果をもたらした成果や経験を国際的に展開し、2020年までに
世界１００カ国・地域以上で大学生が宇宙開発活動に参加できる世界を作る
ことを目指して設立された。その後、国連の“No one will be left behind
のコンセプトを受けて、世界のすべての国での学生による宇宙開発活動参
加にビジョンを変えてさらに拡大した。現在54カ国・地域に連絡担当者がお
り、その中で19の国と地域ですでにUNISECが設立されている。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
UNISEC-Globalの活動では、常に日本の超小型衛星を中心とした宇宙
技術を見せ、CanSatなどの日本の得意技術を教育する活動を続けること
で、そのような意識を高める結果となっている。2013年の会議では世界か
ら47カ国260名の参加があり、その多くが日本の教育支援を求めたことは
その表れである。
これは、UNISEC-Global活動の副産物として、今後の日本
の宇宙開発利用市場の拡大に大きく貢献するだろう。実際、政府が海外連携
を進め市場を広げようとする海外展開タスクフォース活動においても、
UNISEC-Globalのもたらす情報や人的ネットワークが活用されている。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
UNISEC-Global会議の中で、各国の活動報告、宇宙工学教育や宇宙利
用の現状の情報交換をおこない、新興国における生の声を獲得することに
大きな効果があった。2011年から開始したミッションアイデアコンテストで
は、地上インフラがまだ不十分な国における衛星利用の可能性に関する情
報を多数獲得することに貢献した。
また2016年からスタートした国際共同プロジェクト活動では、地上にお
いた水位、水質、土壌水分量などの各種のセンサー情報を地上インフラのな
問い合せ先

いところで集めるには衛星がもっとも効果的な方法であるとのコンセンサス
を得て、地上のセンサー情報を弱電波で集めるIoT衛星を各国で開発打ち
上げして、連携して使おうという共同研究プロジェクトが生まれ、日本でもベ
ンチャー会社の開発につながっている。

４．技術への貢献
2011年からスタートしたミッションアイディアコンテストでは、さまざま
な超小型衛星の利用アイデアと技術を生み、たとえば、2011年に準優勝し
たMIT学生の系外惑星探査の計画はすでにアメリカで予算がついて打ち上
げられた。さらに2015年と2017年に行ったデブリミティゲーションコン
ペティションでは、自身がデブリにならない装置のアイデアが多数提案さ
れ、一部はその国で政府予算がついてさらに実用に近づく研究開発につな
がっている。

５．普及啓発への貢献
UNISEC-Globalの最大の貢献は、
これから宇宙開発活動を始めようとする
新興国・地域やまだ初歩的段階の国・地域に対し、大学中心の草の根的な宇宙
開発活動の経験を伝授し、必要な初歩的技術のいろはを教え、国際連携の意
識を持たせるとともに、
デブリ化防止の意識“Code of Conduct を早い段階
から刷り込む啓発活動を継続して行ってきた点である。2019年には、デブリ
教育の一環として「A Handbook for Post-Mission Disposal of
Satellites Less Than 100 kg」
を国際宇宙航行アカデミー（IAA)の協力
を得て、無料ダウンロードできる形で刊行してもらい、普及活動に努めている。
技術教育に関しては、2011年から行ったCanSat Leader Training
Program(CLTP)はこれまでに45カ国、96名の「先生レベル」の人を招いて
CanSat教育の仕方を伝授し、それらの国ではすでに自国でCanSat教育が
スタートし、日本発のCanSat技術は世界における宇宙教育のデファクトスタ
ンダードになりつつある。2017年からは、新教材のHEPTA-Satを使った衛
星トレーニングを提供している。
また、
この活動に参加させた日本の大学学生
に対しても、国際連携・交渉の進め方、人的ネットワークの構築など重要な体
験の場を提供しているといえる。

UNISEC-Global
TEL： 03-5800-6645 Mail： secretariat@unisec-global.org WEB： http://www.unisec-global.org/
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文部科学大臣賞
事例名

宇宙線を活用した巨大物体の内部イメージング

受賞者

名古屋大学

森島邦博

事例の概要
宇宙線中に含まれる極めて高い透過力を持つ素粒子「ミューオン」
を利用した新しい非破壊イメージング技術 宇宙線イメージング に
より、
X線レントゲン撮影等の従来技術では実現が不可能であった１m
以上の厚さを持つ巨大な物体の内部イメージング技術を開発した
（図
１、
図２）
。
その技術を用いて、
福島第一原発内部のメルトダウンの可視
化に成功した（図３左）。
さらに、エジプトのクフ王のピラミッド内部の
可視化にも成功し、
未知の巨大空間をその内部に発見した
（図３右）
。

宇宙線イメージングの
概要

H.K.M.Tanaka et al.,

2007

選考委員会講評／受賞のポイント
宇宙からもたらされる宇宙線に着目し、薄くかつ軽量で電源不要な
原子核乾板（シート状の放射線検出器）を活用することで、容易に火
山や遺跡、原子炉内を見ることができる当技術は、宇宙利用により地
上の環境把握や研究活動（考古学研究等）
に貢献している事例として
高く評価できる。
将来的な技術発展や産業など多くの分野への展開が見込まれ、
新たな宇宙利用の手段として大いに期待がもてる。

従来技術との比較

ポイント・具体的成果等
1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
地表面に降り注ぐ宇宙線の主な成分は、被爆の原因となるような放射
線（原子核）ではなく、人体にはほぼ無害な放射線であるミューオン
（素
粒子の一種）である。
このミューオンは物質に対する透過力が非常に高
いため、エネルギーが高いミューオンでは岩盤１ｋｍでさえも透過する。
このように透過力が高いために人体には無害であるともいえる。
この宇宙線中に含まれるミューオンが持つ極めて高い透過力を積極
的に利用する事で、非破壊可視化技術の代表的な従来技術であるX線レ
ントゲン撮影では不可能な大きさの物体内部を可視化する事が可能と
なる。
このような宇宙線イメージング技術を開発して、基礎研究のみなら
ず実用化に向けた新しい宇宙利用領域の拡大と創造に貢献している。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
天然の放射線を利用する事で地球上のあらゆるものが可視化の対象
となりうる。従来のX線レントゲン撮影と異なる点は、宇宙線は天然の放
射線であるために人工的に発生させる必要はなく、人体にも被ばくなど
の悪影響を及ぼさない。そのため、法令による規制を受けることがなく実
施可能である。
この技術の対象は、
ピラミッドのような文化財、原子炉や溶鉱炉のよう
な工業用プラント、火山や地質からダムや橋梁などのインフラ点検まで、
様々なものが対象となり、
これまでに、原子炉やピラミッドの技術的な実
証を行い技術の高度化を進めている。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
福島第一原発では、放射線量が高く人が立ち入ることが出来ない原子
炉内部を宇宙線を利用する事で内部の状態を把握した。
このほかに、原
子炉などの調査技術の開発も進めている。
これらは、工業用プラントの
内部可視化による監視・把握技術である。
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問い合せ先

名古屋大学

理学部

ピラミッドの内部可視化技術は、遺跡や文化財の内部を破壊することな
く調査する新手法であり、観光資源などにも貢献する。
さらに、
この技術
は空間把握技術でもあるため、地下の空洞調査などの社会インフラの点
検技術への活用も可能である。
この他にも、
ダムや堤防などの内部状態
を把握する技術にもつながる事から今後も技術の高度化を続けること
で、社会基盤を支える技術への応用が期待される。

４．技術への貢献
宇宙線イメージングの核である
「宇宙線の計測」のための技術として、
放射線の軌跡を立体的に記録する特殊な写真フィルム
「原子核乾板」の
開発を進めている。
この技術の特徴は、記録媒体が写真フィルムである
ために電力を必要とせずに用いることが出来る。
また、軽量でコンパクト
であることから遮光・遮水・防塵性が高いパッケージに入れて用いる事で
使用場所を選ばない。
これらの特徴はあらゆる場所の物体を対象とする宇宙線イメージング
にとって非常に適しているため、原子核乾板を用いた宇宙線イメージン
グの確立に向けた技術開発を進めている。

５．普及啓発への貢献
福島第一原発の可視化では、新聞やニュース、科学番組などで取り
上げられた。また、エジプトのクフ王のピラミッド内部の新空間の発見
では、2017年11月2日に英科学誌Natureに掲載された事で、世界
同時発表となり新聞やニュースを通して世界中で報じられた。さらに、
NHKと海外の放送局による記録映像などもあり、世界中で放映され
た事で宇宙線イメージングが広く知られる一つのきっかけになった。
このほか、学会、講演会やイベントなどで宇宙線イメージング技術の
紹介を行っている。また、技術の社会実装へ向けたスタートアップの立
ち上げのための市場調査なども進めている。

F研究室

TEL： 052-789-2541

WEB： https://ﬂab.phys.nagoya-u.ac.jp/2011/
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農林水産大臣賞
事例名

空から診る精密農業 クラウド型営農支援サービス
「天晴れ」

受賞者

国際航業株式会社

事例の概要
農業生産の現場では、個々の生産者が耕作する圃場面積が拡大し
ており、ICT技術を活用した営農の効率化・省力化が求められている。
一方で、地球観測衛星の分野においては、小型・超小型衛星によるコ
ンステレーションを構築することで、撮像機会の向上、画像価格の低
下が進んでいる。
このような環境の中、
受賞者は、
これらの超小型衛星
を中心としたコンステレーションを活用したクラウド型営農支援サー
ビス
「天晴れ」
を提供し、農業の生産現場から高い評価を得ている。

天晴れのしくみ

天晴れの特徴・メリット

選考委員会講評／受賞のポイント
農業ICTベンダー、農機メーカーとの様々な連携により、農業者の
ニーズに即した営農支援サービスをトータルで提供するとともに、衛
星利用のコスト軽減を図るなど、意欲的な現場実装の取組を評価。
本サービスは、経験の浅い農業者の営農管理や新規就農の後押し
になるものと期待される。

天晴れ対応作物と診断レポートの種類

営農作業管理ツール上での
天晴れ表示例

天晴れを活用した適切な可変
施肥の実現

ポイント・具体的成果等
１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献

2017年10月にサービス提供を開始し、水稲・小麦・大豆・牧草に関
する画像解析結果を提供、サービス展開とともに現場のニーズに応じて
技術開発を進め、対応作物や診断内容を拡充している。
農業生産現場に必要なタイミングでの画像調達が容易ではないこと
と、調達金額が高額であることが、
リモートセンシング技術を農業分野へ
導入するにあたり課題といわれてきたが、
「天晴れ」
では超小型衛星コンス
テレーションを中心とした複数の地球観測衛星群での観測体制を構築す
ることと、
サービス体系をクラウド型システムとすることで、
撮影から解析・
レポート配信までの時間を短縮し、
準リアルタイムでの情報配信環境を構
築した。ユーザー自身が立てるスケジュールに応える形で観測結果を届
け、
当年の農作業の効率化ならびに地域での情報共有化へ貢献している。

「天晴れ」を導入したユーザーからは、収穫期の圃場確認時間が半減
し、客観的に把握でき、事前に適切な収穫計画を立て、結果として収穫時
の刈り取りロスの減少や乾燥燃料コストの削減、歩留まりの向上などの
高収量化の報告が届いている。他にも、農地拡大について前向きな検討
が増えた、新規就農者への作業指示やノウハウ継承が明確化した、
との
声も頂戴している。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
人工衛星画像の撮影依頼単位を他同種サービスと比較して小さくす
ることにより、個人生産者単位や各地域の時期特性に合わせた依頼を可
能にし、ユーザー自身が解析前画像を確認できる仕組みや、天候の影響
により画像が入手困難な場合は費用発生せず、一部に雲等の影響がある
場合は値引き対応するなど、従来のリモートセンシング技術提供時のデ
メリットを解消し、人工衛星画像に馴染みがなかったユーザー層にも安
心して活用できるユーザビリティ環境を構築した。
また、
システム構築や
ハードウェア購入などの高額な初期投資・専門技術の習得を不要とし、提
供する診断レポートは一般的なPCやスマートフォンで確認でき、地域単
位の圃場状況の把握と生産者毎の作業計画や戦略を同一の依頼で検討
することが出来る仕様となっており、生産者やJAの方々にとって汎用性
の高い営農ツールとして活用されている。
現在、
日本各地で課題となっている担い手不足に対する省力化を目的
としたスマート農業の本来の目的と合致しているため、大規模な穀物地
帯に限らず、
中小規模地域、
中山間地域からも関心・ご利用を頂いている。

問い合せ先

４．技術への貢献
スマート農業関連でも高額なハードウェア導入に注目が集まっている
なかで、前述の初期投資不要である点に加え、依頼の範囲と回数に応じ
た料金体制は、生産者をはじめとする農業関係者から、毎日モニタリング
するよりも判断が必要なタイミングに高確率で高精度な判断材料を要
望されたことが背景にある。
技術開発過程で農作物の見方を教示くださった方々からの教えを根幹
に、今まで生産現場で蓄積されてきた農業技術やノウハウを次世代へ繋
げるための営農ツールとなるには、
判断基準となる農作物状況を可視化す
ることが本当の実用化に必須であると考え、
技術開発の指針としている。
日本各地からいただく多様なご要望をききながら、
「天晴れ」自体の診
断対応作物サービス拡充に取り組む一方で、
「診えた農業情報」
を営農体
系全体へ繋げるために、他社の営農作業記録ツールをはじめとする農業
関連のサービスと連携することを推進し、農生産性向上に寄与しながら
具体的に宇宙技術を普及している。

５．普及啓発への貢献
地域で開催される農業関係やスマート農業関係の講演会や研修会での
情報提供を年間通して行っている他に、NHK「クローズアップ現代」
や日
本農業新聞等、
新分野メディアでの報道実績が豊富である。
また、
スマート
農業関連書籍への寄稿も多数行っている。

国際航業株式会社
TEL： 03-4476-8069

WEB： https://agriculture.kkc.jp/
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経済産業大臣賞
事例名

土砂崩れ災害検出など、衛星データへのAI解析事業

受賞者

株式会社Ridge-i
＜解析画像例＞

事例の概要
受賞者は、衛星データへのAI解析、特に災害対策を重点分野とし
て、複数の実績を積んでいる。JAXAより委託を受けた衛星データ
（光学・SAR)における土砂崩れ箇所の解析では、AI技術（ディープ
ラーニング）
を活用し、災害箇所の高精度の自動検知を実現。AI技術
の独自性は国際学会にも評価され採択される。成果はTellusイベン
トや国土交通省の災害対策検討会などで共有し、普及と実用化を進
めつつ、衛星事業者や保険会社等と連携することで事業化している。

土砂崩れエリアの自動検知AI：
解析結果画像

選考委員会講評／受賞のポイント

土砂崩れエリアの自動検知AI：正解画像
ⒸAirbus DS /Spot Image（2018）
Ⓒ国土地理院

即時性が必要な災害対応において、極めて高速に土砂崩れ箇所の
検出を可能にするなど、社会的意義は非常に大きい。衛星データの活
用という面でもモデルケースになりうる事例である。
今後、衛星事業者等との連携を進めるほか、国土交通省災害対策
検討会において解析結果が活用されており、独自で開発されたAIの
独自性・先進性は高く評価できる。
オイルスリックの自動検知AI：元画像
ⒸJAXA METI

オイルスリックの自動検知AI：
解析結果画像

ポイント・具体的成果等
1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献

ムであり、
各イベントで講演する他、
他社と共同で事例創出を行っている。

衛星データ解析へのAI（ディープラーニング）活用の主要分野として、
災害対策に参入。全域で数秒という高速解析と約80%の高精度検出を
実現した。
今後は、雨天・夜間に撮影可能なSARデータを加えた解析、他のセン
シングデータ
（雨量、地形など）
を組合せた解析などの試行を重ね、AIな
らではの強みを更に磨いていく予定。
衛星データのAI解析の事業売上は年100%以上の伸びを見せ、
2019年4月には宇宙業界へのAI活用の可能性と実績を評価され、株式
会社INCJを筆頭として総額7.5億円の第三者出資を受けた。

４．技術への貢献
今回開発したAI技術及びその要素技術は、複数の国際学会において、
その独自性・先進性を評価されている。
土砂崩れ箇所の解析AIの技術は、AI領域の代表的な国際会議の1つ
であるN e u r I P S 2 0 1 9（ N e u r a l I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g
Systems）のワークショップに採択された。
土 砂 崩 れ箇 所 の 解 析 A I の 要 素 技 術である、異 常 検 知 A I 技 術は、
ACCV2018（Asian Conference on Computer Vision）
に論文採
択された。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
近年受賞者の衛星データ解析事業の売上は、年率100％以上の伸び
を実現しており、同事業は、大きな成長が期待される。
2020年には、複数の衛星事業者や衛星画像データホルダに加え、
衛星データと補完関係がある航空写真やドローン撮影のプレイヤーな
どとの協業・事業検討を前進させていき、数千万円の売上を見込んで
いる。数年後には数億円規模の売上を目標としており、株式会社INCJ
などから受けた7.5億円の出資も活用し、
ソリューション展開を加速し
ている。

５．普及啓発への貢献
直近では、各種イベントや会合において、衛星データ×AIの可能性
を普及啓蒙する活動を実施。研究者、衛星事業者、損害保険会社など
の事業会社から多くの引き合いを受けている。
国交省とJAXA共催の水害・土砂災害対策検討会（WG）での発表
などを通じ、災害対策の実用の面で既に取り組みを開始。
代表の柳原氏は宇宙系会合の各委員を努め、衛星データ×AIの利
活用知見について専門家に啓蒙活動を行う。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
2019年のTellusローンチイベントなど多くのイベントで講演し、衛
星データへのAI解析の可能性について多くの関心と事業の引き合いを
受ける。
また国土交通省などが主催する水害及び土砂災害対策検討会での発表
などを通じ、
災害対策のAI解析事業実用に向けてすでに取り組みを開始。
Tellusは衛星データ×AIの活用の可能性を普及する重要なプラットフォー
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株式会社Ridge-i
Mail： contact@ridge-i.com

WEB： https://ridge-i.com/
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国土交通大臣賞
事例名

先端情報通信技術によるリアルタイムひまわりデータ可視化アプリ

受賞者

特定非営利活動法人太陽放射コンソーシアム 中島映至
国立研究開発法人情報通信研究機構 村田健史
株式会社ウェザーニューズ 森田清輝

事例の概要
ひまわり衛星の全データをリアルタイム公開するひまわりリアルタ
イムアプリ
（図１）
は、高速データ伝送、並列分散処理、
スケーラブル時
系列可視化などの先端的情報通信技術のマッシュアップにより実現し
た
（図２）。台風時には10万アクセスを超え
（図３）、気象予報、報道（図
４）、教育、
インターネット、
イベント
（図５）等で幅広く利用されている。
年々利用件数は増加（2019年は300万PV以上）
しており
（図３）、東
南アジアの3 か所へのミラーサイト設置を完了した
（図２）。

図3 : (a) 2018年と2019年の日アクセス数（4月〜10月）
図1 : ひまわりリアルタイムアプリ
ケーション（千葉大・高知大の画像
処理ツール活用）
図3 : (b) 2016〜2018年の年アクセス数推移

選考委員会講評／受賞のポイント
ひまわり衛星の全データをリアルタイム公開する取組及びそれを
実現する技術は社会への貢献度も高く、評価できる。全データを公開
していることから、市場でのその後の活用の幅も広がり、展開が期待
できる。台風19号においても活用されたニーズの高い技術であり、
今後の活用も見込まれる。
社会実装されればそのインパクトは大きく、極めて大きな期待がも
てる技術である。

図4 :
2019年ひまわりリア
ルタイム報道利活用
事例
（台風１０号）

図2 : ひまわりリアルタイム技術と海
外展開の現状
図5 : ひまわりゲームアプリとイベント利活用事例

NICT オープンハウス2019 体験ブース

名古屋市科学館

土庄小学校（香川県）

ポイント・具体的成果等
１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
ひまわりリアルタイムは衛星観測データを最短で10分以内にインター
ネット公開することで、誰もがPCやスマホ上で「現在の地球の様子」を閲覧
できる。世界的に見ても、衛星観測全チャンネルデータをフル解像度で観測
直後にインターネット上で国内外に一般公開する事例は少ない。アプリケー
ションは時系列スケーラブル可視化技術（４.で後述）
と高速データ伝送技術
の２つの先端的情報通信技術（ICT）を活用することで実現した。今後はこの
Web技術を横展開し、産学官での事業化や社会での新しいサービス実装を
目指すことになる。例えばひまわりリアルタイム上に天気図や台風情報を
オーバーレイすることで、様々な気象現象をひまわりWeb上でインタラク
ティブに確認する機能を準備中である。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
図3に示す通り2016年度〜2018年度のひまわりリアルタイムアクセ
ス件数は国内外ともに毎年数10万単位で増加しており、特に大型台風接近
時には合計で50万を超えるアクセスがあった。本Webアプリはリアルタイ
ムデータ可視化アプリであり、気象予報情報を掲載しないにもかかわらずこ
れほどのアクセスがあるのは、一刻も早い気象現状把握を望む社会ニーズ
に応えているからであると考えられる。国内はもとより、アジア諸国への迅速
な気象データ提供が求められている現在、ひまわりリアルタイムでは１．の高
速データ伝送技術で国際高速ネットワークを介してリアルタイム伝送し、各
国のミラーサイト上でデータ公開することに成功した。その結果、図３に示す
通り、近年は海外からのアクセスが50％を超えている。現在は、東南アジア
3か所にミラーサイトを立ち上げており、例えばタイミラーサイトへの
2019年のアクセス数は前年比で17倍となった。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
ひまわりリアルタイムではWebを通じた個人への情報提供だけではなく、
気象予報、報道（テレビ、新聞、雑誌）、教育（科学館）、インターネット（ネット
ニュース、気象予報番組）において幅広く利用されている
（図４）。例えばひま
わりリアルタイムをクロマキー処理することで、気象予報士が画面上に立
ち、指差し等で気象現象を解説することも可能である。一般的なテレビの「天
気予報」
と異なり番組内でリアルタイム画像を利用することで、天気予報とし
問い合せ先

ては理想的な最新ひまわり画像を用いた番組を実現できる。

４．技術への貢献
宇宙開発利用に貢献する研究開発として、①高速データ伝送技術、②並列
分散処理技術、③スケーラブル時空間可視化技術、④先端的WebGIS技術、⑤
AI型ひまわり衛星画像処理技術開発を進めている。①クレアリンクテクノロ
ジー社および京都大学と協力のもと独自開発の高速データ通信プロトコル
HpFPを開発した。
ピラミッドタイル画像のようにファイルサイズが小さくファ
イル数の大きなデータセットの高速転送に適しており、JAXAや気象庁におい
ても採用されている。②アフィニティースケジューリングによりデータのローカ
リティーを最大限活用する技術であるGfarm/Pwrakeをベースとした独自リ
アルタイム処理を筑波大学と共同で行っている。③時系列ピラミッドタイル画
像を高速可視化表示するJavaScript（TileViewer）
を独自開発し、
ひまわりリ
アルタイムで利用すると同時に無償公開している
（http://k2go.jp/public）。
④バイナリベクタタイルデータにより高速な３次元GIS可視化が可能な
Mapbox、three.jsをベースに地球などのグローバルな3次元表示が得意な
iTownsとひまわりリアルタイムを組み合わせることで、地球規模の気象デー
タから地域情報・タウン情報などのGIS空間情報を時空間内で連続的に接続
可能となった。⑤AIにより全バンドデータから可視画像だけでは分からない台
風内部構造の分類を北海道情報大学とともに進めている。

５．普及啓発への貢献
ひまわりリアルタイムは独自開発のJavaScriptをベースとしたWebアプ
リケーションである。2018年にこのWebアプリケーションをベースとした
iOSおよびAndroid用アプリを開発し、特定非営利活動法人太陽放射コン
ソーシアムから公開している。
これらのスマホアプリは日本国内だけではな
く、海外でも利用できる。
教育活動として、
現在、
名古屋市科学館や多摩六都科学館がひまわりリアルタ
イムを常設展示し、
リアルタイムで宇宙から見た地球の姿を閲覧者に提示して
いる。
さらに、
低年齢層
（2歳以上）
が地球観測データや気象現象に興味を持つよ
う、
「ひまわりゲーム」
を開発した
（http://k2go.jp/himawari/game-v2）
。
実際
のひまわりデータをパソコン上で、ゲームパッドやジョイスティックを使って楽
しく閲覧できる。現在、仙台市天文台や三菱みなとみらい技術館などの科学
館においても展示の準備または検討が進んでいる。

特定非営利活動法人 太陽放射コンソーシアム
Mail： info-consortium@amaterass.org

WEB： https://himawari.asia
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環境大臣賞
事例名

G空間情報技術を活用した地域防災システムの研究開発と社会実装

受賞者

九州大学 大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター
九州大学 大学院 工学研究院 社会基盤部門 岡島裕樹
株式会社パスコ

三谷泰浩

事例の概要
受賞者は、国が推進する
「G空間情報プロジェクト」のうち「防災シ
ステムの構築」
を中心に、学術的な研究開発で得られた成果（G空間
情報技術を活用した地域防災システム）
を社会実装し、安心・安全な
社会システムの構築を推進している。G空間情報技術を活用した地域
防災システムは、九州地理空間情報ポータル、G空間情報収集システ
ム，
オフライン対応アプリから構成され，関係機関との組織連携・シス
テム連携・データ連携も図りながら推進している。

選考委員会講評／受賞のポイント
同システムは、九州地域が被災した平成29年７月九州北部豪雨及
び平成30年7月豪雨において、災害廃棄物の仮置場調査に活用され
たほか、JAXAと連携して収集された衛星データと併せて浸水被害
情報等の収集・分析・共有、
自治体等の防災業務や災害応急対応に活
用されたことを評価。
これは気候変動適応策の一環ともなりうるものであり、今後、自治
体の枠を超えた更なる広がりに期待したい。

平成29年7月九州北部豪雨におけるG空間情報技術を活用した
災害廃棄物の仮置場調査の事例

G空間情報技術を活用した
地域防災システム

ポイント・具体的成果等
1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献

４．技術への貢献

GNSS（全球測位衛星システム）
や衛星リモートセンシングを含むG空
間情報技術を活用した地域防災システムの研究開発と社会実装を推進。
G空間情報の流通・利活用に関する研究開発から開始し
「九州地理空間
情報ポータル」
を構築・運営。
その後、総務省「G空間シティ構築事業」及び
「G空間防災システムとL
アラートの連携推進事業」
にて人吉市等を対象に
「G空間情報収集シス
テム」
を構築した。得られた成果は総務省「情報通信技術利活用事業費補
助金（地域IoT実装推進事業）」
を活用して糸島市、多久市、東峰村に実装
済であり、今年度は唐津市に実装予定である。

査読付き論文「地域レベルでの地理空間情報の流通・利活用のための
G空間情報基盤の構築と実証」(公益社団法人日本測量協会、2018)で
は、大学が産学官連携を図りながらG空間情報基盤を構築・運営するこ
とで、G空間情報の流通・利活用に係る諸問題を解決し、応用測量論文奨
励賞及び測量･地理空間情報技術奨励賞を受賞。
査読付き論文「Construction of Participatory Surveying
System for Specialists and Utilization of Geoportal」(Journal
of Disaster Research、2017)では、WebGISにより熊本地震の被
害情報を収集・分析・共有し、現地対応の支援を実証した。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献

５．普及啓発への貢献

地域防災システムは、人吉市、糸島市、多久市、東峰村に実装済であり、
今年度は唐津市に実装予定である。
また、複数の地方自治体から問い合
わせが来ている状況にある。国では環境省が災害廃棄物仮置場の調査
において、G空間情報収集システムをベースとした「災害廃棄物処理情
報共有システム」
を構築し利活用した。
また、国土交通省九州地方整備局
やJAXAとは、防災訓練や実災害における災害応急対応でシステムを活
用して連携している。

講演・メディア等における普及啓発では、日本学術会議主催公開シ
ンポジウム「熊本地震・緊急報告会」や地盤工学会「平成29年7月九州
北部豪雨地盤災害説明会」において、システムにより被害情報の収集・
分析・共有を報告。内閣府主催「第2回宇宙×G空間ワークショップ(福
岡)」、第13回GISコミュニティフォーラム、第11回、第13回、第15回
のGISコミュニティフォーラム in 九州等で講演。G空間EXPO2017
のGeoアクティビティコンテストに出展。
この他にも多数の講演を実施
すると共に、TVや新聞等のメディアでも普及啓発を図った。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
国・自治体の災害応急対応での活用について、平成30年7月豪雨で
は、被災した糸島市が被害情報の収集・分析・共有にシステムを活用して
効率化・高度化を図った。令和元年8月の前線に伴う大雨では、被災した
多久市がシステムを活用して被害情報の収集・分析・共有をすると共に、
九州大学がJAXAと連携して緊急観測された衛星データ及び浸水域判
読結果を多久市のシステムに配信、
浸水域を早期把握し業務に役立てた。
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問い合せ先

これらのシステムは、九州地理空間情報ポータル（https://gportal.
doc.kyushu-u.ac.jp/）を介してアクセスすることが可能である。
今後、利活用を希望する自治体、民間等は、下記問い合せ先までご連
絡ください。

九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター
TEL： 092-802-3399

WEB： https://asia.doc.kyushu-u.ac.jp/geotechlabo/
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宇宙航空研究開発機構理事長賞
事例名

アジア諸国への超小型衛星技術教育と実利用ネットワークの構築

受賞者

北海道大学 大学院理学研究院
東北大学 大学院工学研究科

事例の概要
北海道大学と東北大学は、
フィリピン共和国と共同で同国開発の第
1号衛星「DIWATA-1」
および第2号衛星「DIWATA-2」
を打上げ、運
用している。同衛星には世界最高性能のスペクトルカメラなど４種類
の撮像装置が搭載されており、災害、農業、漁業、森林、環境など、世界
が直面する地球規模課題の解決に向け、革新的な衛星データ利用の
確立を進めている。同様のプロジェクトをミャンマーおよびマレーシ
アと開始し、
さらなる展開が期待される。

英のTim Peake宇宙飛行士が
ISSから撮影した、DIWATA-1
の放出の瞬間
（Credits:ESA/
NASA）

DIWATA-1放出を見学する関
係者（Credit:JAXA）

DIWATA-1を組み立てるフィリ
ピンからの留学生
（Credits: 東
北大学／北海道大学）

選考委員会講評／受賞のポイント
フィリピン初の人工衛星打上げと運用を成功に導いたことは、国際
貢献上大きな成果。加えて、
キャパビル、宇宙庁の設置、衛星画像の利
用システム構築、大学ベンチャーの設立、日本の技術的プレゼンスの
向上など、多面にわたる成果がでており、評価に値する。
フィリピンへの宇宙産業の将来的な海外展開の端緒を開いたものと
して評価できると共に、
今後の他国への展開も期待できるものである。

モンテホ科学技術大臣からDI
WATA-1のレプリカを受け取る
アキノ大統領
（2016年6月20
日）
（Credit: フィリピン大統領
府広報部）

DIWATA-1に搭載されたマルチ
スペクトルイメージャー（SMI）
に
よって撮影されたフィリピン・ルソ
ン島ピナツボ火山の火口付近の
植生指数（Credit: PHL Micros
atProgram）

ポイント・具体的成果等
１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
日本の大学で初めて、外国の自国予算による衛星開発の受託研究を
実施した。
また、DIWATA-1の2015年1月にプロジェクト開始、2016年1月に
衛星引渡し、
という短期間での開発は、今後、超小型衛星をビジネスとし
て展開する上で一つのマイルストーンである。
大型衛星も含め世界最多となる590バンドの選択性をもつスペクト
ル撮像を実現したほか、
これまで不可能だった広域の雲の高解像度ステ
レオ撮像に成功するなど、観測手法を確立した。

４．技術への貢献
DIWATA-1・2に搭載されている高解像度望遠鏡
（HPT）
は、
約3-5mの地
上分解能を持ち、
50kg級衛星としては世界最高クラスの性能である。
また、
同機に搭載されている多波長イメージャー
（SMI）
は、
「液晶波長可変フィル
タ
（LCTF）
技術」
を応用して、
世界最高クラスの590バンドの中から選択して
撮像することが可能である。
北大が開発したこれらの光学センサは、
東北大が開発した衛星バスの持つ
「ターゲットポインティング」
という高度な姿勢制御技術によって、
その性能を
最大限に発揮することができる。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献

５．普及啓発への貢献

DIWATA-2はH-IIAロケットの初めての有償相乗り打ち上げでISSに
運ばれ、
また「きぼう」からの放出としては、JAXAとして初となる50㎏
級超小型衛星であった。
受賞者が中心となって、
アジアの9か国16機関が参加するアジアマイ
クロサテライトコンソーシアム
（AMC）
を2016年11月に立ち上げてお
り、超小型衛星を中心とした宇宙開発に関する技術、
データ、利用法の共
有について拡大を進め、新しい国際宇宙秩序を牽引する。
このうち、
ミャ
ンマーおよびマレーシアの2カ国とは、2019年9月から衛星開発プロ
ジェクトがそれぞれスタートしている。

フィリピン共和国の第1号超小型衛星という記念すべきミッションの成
功に日本が大きく貢献したことが、
フィリピン国内外で大々的に報道され
た。
また、
DIWATA-1・2の成功が直接的な契機となり、
10年来の懸案で
あったフィリピン宇宙庁（PhilSA）
を設立する法案にドゥテルテ大統領が
2019年8月に署名した。
両大学で学んだ若手技術者・研究者がフィリピンに戻って次世代の若
者を指導しており、PhilSAにおいても重要な役割を担うことが期待され
ている。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
DIWATA-1・2による地球観測は、
フィリピンにおける台風や集中豪雨
等の気象災害の監視から、農業、漁業、森林、環境モニターなど、多様なリ
モートセンシングに活用されている。
また、DIWATA-1の観測データは、平成28年度からスタートした
「地
球規模課題対応国際科学技術協力プログラム
（SATREPS）
（5年間）」
のもとで、極端気象の監視・情報提供システムの開発に利用されている。
すでに雲の高精度ステレオ撮像に世界で初めて成功している。

問い合せ先

北海道大学

宇宙ミッションセンター

TEL： 011-706-9244

WEB： http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/smc/
http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/
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令和２年３月23日

内閣府宇宙開発戦略推進事務局

本書及び内容についてのお問い合わせは下記にお願いします。

内閣府宇宙開発戦略推進事務局 Tel. 03-6205-7036

