平成28年 3月22日
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祝 辞
この度、第２回宇宙開発利用大賞を受賞されました皆様に、心よ
りお祝い申し上げます。
近年、米国をはじめとする諸外国において、民間主体による様々
な新しい宇宙ビジネスが提案され、宇宙利用の範囲が急速に拡大し
つつあります。我が国においても、衛星情報等の宇宙システムを活
用した自動車の自動走行、農業機械や建設機械の自動運転等、宇宙
利用を通じた新しい技術・産業・サービスの具体化が進んでいます。
宇宙の開発利用分野における民間事業者の新たな取組を後押しし、我が国が取り
組むGDP600兆円に向けた生産革命において、宇宙分野を柱の一つとして推進して
まいります。
我が国は、これまで、宇宙開発利用に関する技術を着実に蓄積し、人類共通の
知的資産を創出し、さらに宇宙分野における国際的な発言力を高めてきました。
これからも、この分野の潜在力を最大限活用するとともに、国際社会における我
が国のリーダーシップを強化していきます。
今回の受賞事例に代表される我が国の素晴らしい取組が、国内外に幅広く展開
され、社会を変える原動力となることを期待しております。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。
平成２８年３月２２日
内 閣 総 理 大

臣

安 倍 晋 三

祝 辞
第２回の宇宙開発利用大賞を受賞されました皆様、誠におめでと
うございます。
第２回目の宇宙開発利用大賞を募集するにあたっては、宇宙イン
フラとビッグデータやＩｏＴ等を融合させ、既存産業の高度化・効
率化や宇宙に関連した新産業・新サービスを創出する民生分野の取
組を推進するため、宇宙を活用して、（１）社会インフラの維持管
理の効率化、防災・減災の高度化・効率化などに貢献する事例、
（２）交通・物流、農林水産、個人サービス・観光などの分野において、新事
業・新サービスの創出に貢献する事例、（３）公共・産業両分野において、アジ
ア地域等の新興国の社会課題や地域規模課題の解決に貢献する事例を特に推奨す
ることといたしました。
今回、多数ご応募いただいた中から、宇宙開発利用大賞に選ばれたものは、内
閣総理大臣賞を受賞された事例をはじめ、すべての事例が宇宙基本計画（平成２
７年１月９日宇宙開発戦略本部決定）の趣旨にふさわしいものと考えております。
このような宇宙開発利用に関する取組が更に強化され、その取組への理解が国内
外に深く浸透し、日本経済の力強い成長につながっていくよう、宇宙政策担当大
臣として今後もしっかりと取り組んでまいります。
今回受賞された皆様には、これまでの受賞者と共に宇宙開発利用のお手本とし
て、今後ともご尽力いただけるようお願いいたします。
平成２８年３月２２日
内閣府特命担当大臣（宇宙政策）

島

尻

安

伊

子
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第２回宇宙開発利用大賞について
１. 宇宙開発利用大賞とは
宇宙開発利用大賞とは、宇宙開発利用の推進において大きな成果
を収める、先導的な取組を行う等、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事を目的として、平成２５年度に設けら
れた表彰制度で、関係各府省等の協力を得つつ、内閣府宇宙戦略
室が運営を実施している。
なお、第１回宇宙開発利用大賞は、平成２５年度に実施した。

２. 募集対象
以下の事例（過去1年間の実績に限らない。）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 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的な宇
宙利用の方法の考案等を行った個人又は団体
③ 中小企業、大学等で、宇宙に関連し、優れた技術を保有し、我が国宇宙
産業の発展に貢献している個人又は団体
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、宇宙の開発
利用に貢献している個人又は団体
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３. 表彰の種類

種

類

件数

内

容

内閣総理大臣賞

1件

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

1件

特に顕著な功績があったと認められる事例

総務大臣賞

1件

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
1件
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・学術の振興の視点から特に顕著な功績があったと認
1件
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
1件
事例

国土交通大臣賞

国土の利用・保全、社会資本の整備、交通・観光政策の推進、気
1件 象業務の発達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
1件
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特に顕著な
1件
功績があったと認められる事例

宇宙航空研究開発機構
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
1件
理事長賞
る事例
*今回から外務大臣賞が追加されました。
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４. 審査方法
（１） 審査方法
関係府省等による予備選考を経た後、有識者で構成される選考委員会による選考を経て、受
賞者の選出を行いました。

（２） 第2回宇宙開発利用大賞選考委員会
委員長

中須賀 真 一

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授

石 田 真 康

Ａ.Ｔ.カーニー株式会社プリンシパル

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准教授

柴 崎 亮 介

東京大学空間情報科学研究センター教授

知 野 恵 子

読売新聞東京本社編集局企画委員

根 本 勝 則

日本経済団体連合会常務理事

林

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長

春 男

末 富 理 栄

内閣府宇宙戦略室参事官

山 内 智 生

総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課長

齋 藤

外務省総合外交政策局宇宙室長

敦

堀 内 義 規

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課長

恒 藤

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

晃

吉 田 正 彦

国土交通省総合政策局技術政策課長

竹 本 明 生

環境省地球環境局総務課研究調査室長

末 永

防衛省防衛政策局戦略企画課長

広

松 浦 直 人

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構新事業促進部長
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５. 受賞事例
第2回宇宙開発利用大賞は平成27年9月に募集を開始し、107件の応募がありました。
このたび、内閣総理大臣賞、内閣府特命担当大臣（宇宙政策）賞他７賞の受賞者を決定しました。

賞

名

内閣総理大臣賞

事 例 名

受 賞 者 名

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ
全世界デジタル３D地図提供サービス
一般財団法人
リモート･センシング技術センター

内閣府特命担当大臣
(宇宙政策）賞

地球観測衛星データを活用した
天候インデックス保険の開発

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
損保ジャパン日本興亜
リスクマネジメント株式会社

総務大臣賞

国産静止衛星プラットフォーム
DS2000による商用市場展開

三菱電機株式会社

国連宇宙空間平和利用委員会
本委員会議長としての活動

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構
堀川 康 氏

大学生・大学院生による実践的な
宇宙開発の環境整備

UNISON
（UNISEC Student Organization)
UNISAS
（UNISEC Alumni Association)

経済産業大臣賞

リチウムイオン電池による人工衛星
電源の小型・軽量・長寿命化

株式会社
ジーエス･ユアサ テクノロジー
今村 文隆 氏、岩本 達也 氏、
瀬川 全澄 氏

国土交通大臣賞

国立大学法人山口大学
防災・減災用GNSS計測技術の開発と
清水 則一 氏
計測情報サービスの提供
shamen-net研究会

環境大臣賞

一般財団法人
ブラジル国における衛星レーダ技術を
リモート･センシング技術センター
使った違法伐採低減への貢献
小野 誠 氏

防衛大臣賞

選考の結果、「該当なし」となりました

外務大臣賞

文部科学大臣賞

宇宙航空研究開発機構
宇宙用高精度角度検出器の開発
理事長賞
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多摩川精機株式会社
スペーストロニックス研究所

第２回宇宙開発利用大賞

内閣総理大臣賞
事例名

全世界デジタル３D地図提供サービス

受賞者

株式会社エヌ･ティ･ティ･データ
一般財団法人リモート･センシング技術センター

事例の概要
受賞者は、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」と商用衛星画像を活用して、世界最高精度で
世界中の陸地の起伏を表現している「全世界デジタル3D地図（名称：AW3DⓇ）」を国内外
に幅広く提供しています。高品質の3D地図作成技術、充実した製品ラインアップ、グローバ
ルなサポート体制により、世界60カ国での利用におよぶ新たな市場拡大に成功すると共に、
防災・資源・都市計画・電力・通信サービス等の効率化と高度化に貢献してきました。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
・2014年2月に世界最高5m解像度の3D地図をサービス
開始。2015年5月には2m解像度高精細版と3Dプリンタ
対応版をリリースしてサービスを拡張。
・開始から約1年半の短期間で、市場拡大に成功。
①利用機関：国内外の100機関以上にサービス提供。
②利用された国：60の国と地域を対象にサービス提供。
③利用分野：計23以上の分野で実績（防災、都市計画、
資源、水資源、気候変動、航空、森林、電力、通信等）。

３．技術への貢献
・世界で初めて、全世界の陸域を5m解像度で網羅する
3D地図を開発。高度な画像処理アルゴリズムと高速処
理システムの2つの技術で実現。
・全世界を撮影した約300万枚の「だいち」衛星画像（お
およそ地球の全陸域8個分、処理容量約3ペタバイト）か
ら、2年間の短期間で3D地図を作成。
・複数種類の商用衛星画像を組み合わせて、更に、高
精度の3D地図を作成できる新技術を開発。

© NTT DATA, Includes © DigitalGlobe, Inc.

図4 従来の3D地図との比較
左：従来90m解像度、中：今回5m解像度（全世界)、右：今回2m解像度(都市等)

図1 通信分野での利用事例
（無線電波の伝搬特性を把握、設備計画に活用）

４．普及啓発への貢献
・展示や広報等を国内外で多数実施して普及啓発。
展示等45件以上、新聞・TV・Web等報道25件以上。
・映画、ドキュメンタリー報道の映像制作に利用。
・国際的な防災機関・保健機関が人道支援へ活用。

２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
・新興国の行政等、先進国の産業等における3D地図へ
の需要の高まりが背景。従来はコストや時間が課題。
・衛星画像技術を活用して、コストと期間を従来の約1/4
以下に効率化し、世界の需要に応えた。
・海外では、主に新興国のインフラ整備や防災対応等
の効率化へ貢献。
・国内では、通信や電力分野等の高度化へ貢献。

図2 電力分野での利用事例（風力発電計画）
提供：Tsubasa Windfarm Design
RIAM-COMPACT®による解析結果

© NTT DATA, RESTEC, Included © JAXA

図3 防災分野での利用事例
（2014年10月スリランカ土砂災害調査）

図5 AW3DⓇ全世界デジタル3D地図による鳥瞰図 （エベレスト）

提供：国際協力機構（JICA）スリランカ事務所

映画『エヴェレスト 神々の山嶺』（2016年3月12日公開）に活用

※ 「AW3D 」は、株式会社ＮＴＴデータと一般財団法人リモート・センシング技術センターの登録商標です。

問合せ先

株式会社 エヌ･ティ･ティ･データ

一般財団法人リモート・センシング技術センター

〒105-0001

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル３階

東京都江東区豊洲3-3-3

050-5546-2507

03-6435-6789

「AW3DⓇ」Webサイト

http://aw3d.jp/
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第２回宇宙開発利用大賞

内閣府特命担当大臣(宇宙政策)賞
地球観測衛星データを活用した
天候インデックス保険の開発

事例名

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社

受賞者

事例の概要
受賞者は、日本などの地球観測衛星から推定された雨量(GSMaP)※1を活用し、ミャンマーの
小規模農家を対象にした『天候インデックス保険』を一般財団法人リモート・センシング技術
センター（RESTEC）と共同で開発した。その結果、地上気象観測データに関するインフラが
整備されていない途上国においても、『天候インデックス保険』を開発できることを実証した。
『天候インデックス保険』は、気候変動に対する適応策として注目されているものであり、今
後は、本技術も活用して、ミャンマーだけでなく、気象災害に脆弱な東南アジアの多くの小規
模農家に対して、『天候インデックス保険』を積極的に展開していく。
※1 JAXA提供

ポイント・具体的成果等

２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
この保険により、農家は干ばつによる収入減少リスクに
備えることが可能となる。極端な天候リスクに対する農
家の強靭性を高めることで、ミャンマーのGDPの約４割
を占める農業の発展に貢献する。
３．技術への貢献
GSMaPを活用した天候インデックス保険の開発は日本
初の事例。地球観測衛星データの活用可能性拡大に
貢献するものであった。
４．普及啓発への貢献
GSMaPを活用した、気候変動に対する適応策としての
保険開発の事例として、日本だけでなく、ミャンマーにお
いても多くのメディアで取り上げられた。現在、ミャン
マー以外の国における活用の検討も進行中である。

【図表について】

ミャンマー専用の天候インデックス保険

対象地域
保険対象者

米

ミャンマーの中央乾燥地帯
（マグウェ管区、ザガイン管区など）

ゴマ

対象地域の農家

対象作物

米、ゴマ

対象リスク

干ばつ（雨季の少雨リスク）

補償内容

GSMaPの雨量が事前に定めた値を下回った場
合に、事前に定めた金額を保険金としてお支払
いします。
(引用元：http://en.wikipedia.org/wiki/Burma)

マグウェ管区の降水量
月積算雨量（mm/月）

１．市場拡大への貢献
これまで、地上気象観測データに関するインフラが整備
されていない途上国では、天候インデックス保険の開発
が困難であったが、本商品の開発により上記の問題が
解決され、ターゲットとなる東南アジアでの潜在市場規
模は農業従事者数に相当する１億人超に拡大した。

2010年５月
2005年５月

観測月

2005年５月

（RESTEC提供）

2010年５月

中央乾燥地帯

対象地域

上
：ミャンマー専用の天候インデックス保険の概要
中
：GSMaPデータを元に作成した、マグェ管区の各年各月の累積雨量
下(左) ：GSMaPデータを元に作成した、ミャンマー全土の累積雨量マップ
（左：2005年5月の雨が少ない年、 右：2010年5月の雨が多い年）
下(右) ：農家へのヒアリング調査の様子

（RESTEC提供）

問合せ先

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
〒160-8333 東京都新宿区西新宿１－２６－１

03-3349－3111（代表） http://www.sjnk.co.jp/
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総務大臣賞
事例名

国産静止衛星プラットフォームDS2000
による商用市場展開

受賞者

三菱電機株式会社

事例の概要
受賞者は、1990年代に宇宙航空研究開発機構(JAXA)向技術試験衛星をベースに、静止衛星標
準プラットフォームDS2000を開発。ひまわり7号・8号、準天頂衛星等、宇宙インフラ構築
による産業・生活・行政への貢献と軌道上実績を積み重ねつつ、欧米メーカの独壇場であった
海外商用衛星市場に参入し、厳しい国際競争の中でシンガポール／台湾向けST-2、トルコ向
けTurksat-4A/4B、カタール向けEs’hail(エスヘイル) 2と着実に受注実績を伸ばしている。こ
れ まで打上げられたDS2000衛星はいずれも順調に運用されており、品質・信頼性は世界
トップレベルの評価を受けており、今後更なる飛躍が期待される。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
DS2000は、国内・海外において実績を積み重ねた結果、
現在軌道上に9機、製造中の衛星は8機、合計17機（内
商用衛星は5機）、軌道上累積日数（2016年3月現在）は
2万日超となった。宇宙保険業界からも非常に高い評価
を獲得、保険料率は業界トップクラスであり、高い信頼
性により、今後商用衛星市場において更なるシェア拡
大が期待される。

３．技術への貢献
DS2000は搭載機器レベルからシステムレベルまで20年
以上の歳月をかけて開発・実績を積み重ねて確立した
我が国唯一の標準静止衛星プラットフォームである。衛
星システムとしての技術の蓄積に加え、姿勢制御系、
電源系、熱制御系等のサブシステムや太陽電池パネル、
マイクロ波回路等の関連技術において多数の特許を取
得する等、衛星関連技術の高度化に寄与してきた。

２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
DS2000は産業、生活、行政に利用される様々な衛星に
採用されており、各サービスの高度化・効率化に寄与し
ている。

４．普及啓発への貢献
受賞者はこれまでDS2000衛星に関連するイベントを日
本宇宙少年団やJAXAとも協力しながら全国で開催。ま
た、衛星を製造している鎌倉製作所では、地元の小学
校、中学校に技術者を講師として派遣し、環境マインド
育成教育を毎年実施する等、宇宙利用に関する普及啓
発活動に努めている。

[ひまわり8号]
・天気予報、台風、集中豪雨等の監視・観測、船舶や航
空機の運航安全確保等、国民生活・気象行政の高度化
に寄与。
・東アジア・西太平洋地域内の30ヶ国以上の国に利用
されており日本の国際貢献として高い評価を獲得。
[ST-2・TURKSAT-4A/4B]
・東南アジア、中東地域の衛星通信・放送ビジネスにお
いて中心的役割を果たしており、当該地域における通
信・放送サービスの高度化に大きく貢献。
[準天頂衛星]
・計画中の4機体制が実現することで、測位補完、測位
補強、災害危機管理通報等、国民の安全・安心を確保
するためのインフラの高度化・効率化が期待されている。

問合せ先

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2－7－3

03-3218-2432 http://www.mitsubishielectric.co.jp/society/space/
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外務大臣賞

外務省

事例名

国連宇宙空間平和利用委員会議長としての活動

受賞者

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

堀川 康 氏

事例の概要
受賞者は、平成24年に日本人初の国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）本委員会の議長に就
任し、２年間その議長職を務めた。COPUOSは、旧ソ連が世界初の人工衛星を打ち上げた1957年
の２年後、1959年に設置された。近年、民間企業も含めた各国の宇宙活動が多様化・活発化する
中で、宇宙活動に関するルールづくりと国際協力を推進するCOPUOSの役割は一層高まり、加盟国
は83か国となる（2015年）。同氏は、宇宙分野における国連の活動に議長職を通じて貢献し、国
際社会における宇宙の平和利用の推進に大きく寄与した。特に「持続可能な開発」という国連の目
標を踏まえ、議長在任中に発展途上国支援を考慮した『宇宙技術による「持続可能な開発」への貢
献』をCOPUOSの主要テーマとする提案を行い、加盟国から幅広い支持を得た。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
堀川議長は、宇宙技術による持続可能な開発への貢
献を軸とした議事運営を行うとともに、関連する作業部
会の議論を推進した。
本議論には、ビジネスを含む宇宙活動に関する国内法
整備の議論が含まれており、国連総会決議として、宇
宙空間の平和的探査・利用に関する国内法整備勧告
が採択された。各国国内法は本決議内容を踏まえて整
備されることが推奨されており、宇宙活動の市場拡大を
進める素地を整えることに貢献した。
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
同氏が議長就任中に推進した作業部会の議論として、
国際協力のメカニズムの評価、及び宇宙物体の地球へ
の突入に関する監視および予防のための国際的な組
織づくり等がある。
これらを通じ、当該分野の国際協力を推進するとともに、
各国の情報交換を進め、協力体制を整備することを通
じて、当該分野の宇宙活動の高度化及び効率化に貢
献した。

４．普及啓発への貢献
議長在任中、90件以上の講演会、シンポジウム等に参
加し、COPUOS外の多様なコミュニティに対し、
COPUOSの取組に関するアウトリーチ活動を精力的に
行った。例えば、国際宇宙探査フォーラム（ISEF）、地球
観測に関する政府間会合（GEO）、地球観測衛星委員
会（CEOS）、国連軍縮研究所（UNDIR）、国連持続可能
な開発会議（リオ＋20）、第5回アフリカリーダーシップ会
議、アジア・太平洋地域宇宙機関会議（APRSAF）、国
際宇宙会議（IAC）等での講演等が挙げられる。
加えて議長擁立以来、すべての本委員会や各小委員
会に参加し、期間中に開催される各種セミナー等で講
演を行うことで、COPUOSひいては国際的な宇宙コミュ
ニティにおける日本の存在感を飛躍的に向上させた。

３．技術への貢献
COPUOSでは、「人類の持続可能な開発」と共に、「宇
宙空間の長期的持続可能性」が昨今の主要議題となっ
ている。これは、スペースデブリ等の増加により宇宙活
動が悪影響を受けることを懸念し、科学技術の専門的
知見に基づいたガイドラインを作成するものである。
各国から様々な意見が出される中、議長として培った幅
広い人脈や各論点に対する総合的判断能力を活かし、
確実な議事運営に貢献した。

問合せ先

COPUOSが開催される
国連ウィーン国際センター外観

議長席の堀川氏

民間企業も参入する
将来の宇宙開発図（出典：JAXA）

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
〒101-8008 東京都千代田区神田駿河台４－６御茶ノ水ソラシティ

03-5289-3600（代表） http://www.jaxa.jp/
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文部科学大臣賞
事例名

大学生･大学院生による実践的な宇宙開発の環境整備

受賞者

UNISON (UNISEC Student Organization)
UNISAS (UNISEC Alumni Association)

事例の概要
受賞者は、ロケットや人工衛星の開発環境を整えることで、UNISONに所属する学生団体の実践
的な宇宙開発を支援している。支援活動の主軸は「協力」と「競争」で成り立っており、例えば
技術の情報共有、学生ロケットの射場整備、複数団体による共同開発プロジェクトの促進など
「協力」によって高いレベルの宇宙開発を目指す一方、模擬衛星 (CanSat) のコンペティション
など他団体と「競争」できる枠組みを構築している。また、UNISONには52学生団体906人もの
学生が参加しており、宇宙開発の市場拡大に貢献している．

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
UNISONではハイブリッドロケットの共同実験や、衛星開
発の教育プログラム、大学衛星の情報共有化などを
行っており、宇宙開発への参入に対する敷居を大きく下
げている。これにより、現在906名（2015年10月）もの学
生が実践的な宇宙開発に取り組む環境を構築している。
また、JAXAや宇宙産業メーカー、宇宙ベンチャー企業
など多方面に人材を輩出しており、これらUNISONの卒
業生はUNISASに加盟しUNISONを長期的に支援してい
る。
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
学生による宇宙開発の効率的な環境整備に貢献してい
る。例えば、人工衛星の運用に関して、地上局による追
尾が非常に重要になるが、日本中にあるアンテナを一
元管理するGSN (Ground Station Network) を構築して
いる。また、ロケット開発への参入にあたり、安全の確保
が非常に重要であるが、ロケットの開発・運用の安全に
関するUNISONの独自基準を作成しており、経験のない
新規団体の参入に伴う安全上の懸念を最小限にしてい
る。

ハイブリッドロケット

問合せ先

共同開発衛星 UNITEC-1

３．技術への貢献
UNISONという一つの連盟の中でのライバル意識が技
術を向上させている。例えば、超小型衛星や小型衛星
を累計37機打ち上げており、日本の大学衛星は世界を
先導している。また、大学と高等専門学校を合わせた21
団体の共同開発衛星UNITEC-1を開発し、地球の重力
圏を離脱した世界初の民間宇宙機を実現した。また、
UNISONが取りまとめる情報共有データベースは個々の
団体における技術開発に貢献している。一方、UNISON
加盟団体によるロケット開発では、燃料が安価で安全な
ハイブリッドロケットの技術開発を中心に活動している。
大樹町、能代、伊豆大島、加太にてロケット打ち上げ射
場を共同開発および運営しており、特別な打ち上げ施
設を持たない団体を含めたオールジャパン体制で技術
開発が可能な環境を構築している。ロケットに関する
UNISON独自の安全基準を作成しており、技術の発展に
伴う安全面の懸念を最小限にしている。
４．普及啓発への貢献
UNISONの活動のひとつにイベントや大会の開催がある。
例えば、能代宇宙イベントでは一般公開日を設けており、
イベント参加団体のアウトリーチの場として、各団体で
開発された宇宙技術に関する展示・体験を促している。
能代宇宙イベントは2015年8月の開催にて11年目を迎
え、継続的な成功を収めている。また、衛星開発の教育
プログラムであるCanSatの国際大会を米国のロケット団
体と共同主催し、CanSatを国内国外ともに大きく普及さ
せた。また、これらの学生による宇宙開発の経験を社会
に発信するため、小中学校や高等学校に訪問し、次世
代に対する宇宙開発の普及に取り組んでいる。

UNISON (UNISEC Student Organization)
〒113-0032 東京都文京区弥生２－３－２

03-5800-6645 http://www.unisec.jp/
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経済産業大臣賞
事例名

リチウムイオン電池による人工衛星電源の
小型･軽量･長寿命化

受賞者

株式会社ジーエス・ユアサ テクノロジー
今村 文隆 氏、岩本 達也 氏、瀬川 全澄 氏

事例の概要
受賞者は、世界に先駆けて人工衛星用リチウムイオン電池を開発した。従来用いられてきた
ニッケル・カドミウム電池やニッケル水素電池と比較して、小型・軽量・長寿命化を実現し
たことにより、打ち上げコストの大幅な低減、運用年数の飛躍的な向上に貢献している。そ
の結果、世界中の多くの衛星に搭載されている。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
当社の人工衛星用リチウムイオン電池は、そのすぐれ
た性能と高い信頼性が、日本国内にとどまらず、海外で
も高い評価を受けており、米国および欧州の人工衛星
用電池市場への参入を果たすことに成功した。その結
果、今日までに100機以上の人工衛星への採用実績を
持ち、国際市場占有率が35%以上*となるまでにシェア
を伸ばした。

４．普及啓発への貢献
各種国際学会の舞台での報告、またニュースリリース
を通して、世界に広くアピールしている。最近では、国際
宇宙ステーションへの当社製リチウムイオン電池の採
用が新聞各紙で報道されている。

*JAXA新事業促進部のサイトより
http://aerospacebiz.jaxa.jp/jp/spaceindustry/compone
nt.html
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
当社のリチウムイオン電池は、これまで用いられてきた
ニッケル・カドミウム電池やニッケル水素電池と比較し
て、約2倍の高エネルギー密度(Wh/kg)と、1.5倍以上の
長寿命を達成した。従来と同一サイズの衛星であれば、
より大きな電力が要求されるミッションに対応できるとと
もに、さらに長期間の衛星運用を可能にした。その結果、
間接的ではあるものの、安定したGPSサービス、毎日の
気象予報、さらには衛星放送に貢献している。

人工衛星用リチウムイオン電池の外観（一例）
GYT Lithium-ion cells
(Generation 3)
GYT Lithium-ion cells
(Generation 2)
NiH2 cells
NiMH cells

３．技術への貢献
1990年代に開発着手して以来、鍵となる技術に関して
特許を取得しつつ、リチウムイオン電池の性能改善に
取り組んできた。第3世代の人工衛星用リチウムイオン
電池では、160Wh/kg以上のエネルギー密度を達成し、
その寿命は静止軌道衛星で 20年、低軌道衛星で 7年
もの運用を可能にするなど、世界トップクラスを誇る。

問合せ先

NiCd cells

0

50
100
150
Energy density / Wh/kg

200

エネルギー密度(Wh/kg)の比較

株式会社 ジーエス･ユアサ テクノロジー
〒105-0011 東京都港区芝公園1－7－13

03-5402-5867（代表） http://www.gs-yuasa.com/gyt/jp
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国土交通大臣賞
事例名

防災・減災用GNSS計測技術の開発と
計測情報サービスの提供

受賞者

国立大学法人山口大学
shamen-net研究会

清水 則一 氏

事例の概要
受賞者は、地盤や構造物の変位を3次元で高精度に計測するため、安価なGNSSセンサの開発、
計測誤差処理技術の確立、WEBによる自動計測システム(shamen-net)の開発を行うとともに、
GNSS計測変位情報をインターネットを通じてリアルタイムに提供するサービスを確立した。
その結果、斜面や地盤の安定性監視、ダム等大規模構造物の維持管理、建設工事の情報化施工
等の実務での利活用が進み、この高品質な変位計測監視技術は防災・減災に大きく貢献している。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
2001年のサービス提供開始以降、防災分野や構造物の
維持管理分野をはじめとして、多種多様な現場で適用が
拡大した。その数は15年間で累計約300現場に及び、衛
星測位技術の利活用拡大に貢献してきた。近年の災害頻
発・激甚化や、著しく老朽化が進む社会インフラへの対応
などを背景に、今後も本サービスの貢献が大きく期待され
ている。
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
①地すべりや道路斜面の管理者は、計測情報を災害リ
スク把握に利用し、警戒避難・通行止等の早期判断
や予防保全型の維持管理に活用している。
②ダム管理者は、計測情報をダム堤体の安全管理に利
用し、地震・洪水時等の堤体安定性の判断に活用す
ることで、安全管理の高度化を実現している。
③建設工事の施工者は、計測情報を情報化施工に利用
し、施工に伴う斜面や地盤の不安定リスクの早期検
知や、品質向上・施工合理化などに活用している。

現場設置事例

４．普及啓発への貢献
サービス開始当初、GNSS計測は精度が悪く、地盤や構造
物の変位計測には不向きというイメージが浸透していた。
そこで、shamen-net研究会主催のセミナー開催や、各種
学協会のシンポジウムや論文発表・機器展示等を精力的
に継続し、多数のユーザーにGNSS計測の利点を普及させ
ることに成功した。

GNSS計測情報提供サービスの概要

（左：土砂災害現場 右：フィルダム堤体）

国立大学法人山口大学

問合せ先

３．技術への貢献
計測専用のGNSSセンサ開発や、三次元変位を最高1-2
mmの精度で検知する誤差処理技術、WEBを用いた自動
計測システムの開発等の研究開発成果は、市場拡大だけ
でなく国際学会における推奨法や技術指針等に編纂され、
我が国の宇宙利用技術発展に大きく貢献した。

清水研究室

〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1

0836-85-9333
http://shimizu.civil.yamaguchi-u.ac.jp/
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shamen-net研究会

事務局

〒183-0057 東京都府中市晴見町2-24-1（国際航業㈱内）

042-307-7210
http://www.shamen-net.org/
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環境大臣賞
事例名

ブラジル国における衛星レーダ技術を使った
違法伐採低減への貢献

受賞者

一般財団法人 リモート･センシング技術センター

小野 誠 氏

事例の概要
受賞者は、ブラジルアマゾン域において森林違法伐採取り締まりに取り組んでいるブラジル
環境・再生可能天然資源院（IBAMA）とブラジル連邦警察（DPF）等と連携し、我が国の
衛星「だいち（ALOS）」の合成開口レーダ（PALSAR）画像を用いて定期的な森林監視を
行い、違法伐採の減少に貢献した。その成果に関し、COP18においてブラジル大統領等に
より違法伐採の減少について言及され、後継の衛星「だいち2号（ALOS-2）」の利用も期
待されている。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
PALSAR画像を用いた違法伐採監視について、他の南
米地域、アジア及びアフリカの地域に展開する素地を
作った。また、だいち以降の衛星に対応した後進の指
導も行い、持続的な活動に貢献した。
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
ブラジル政府によるアマゾン熱帯雨林の保全は、一定
の効果があったが、雨季に違法伐採が行われることな
どによって、違法伐採面積は2008年に再び増加した。
JICA技術協力プロジェクトによって、雨天でも監視可能
なだいちの画像の解析技術導入を支援し、IBAMAの森
林資源管理と森林違法伐採取り締まり、及びDPFによ
る違法伐採木材取引防止に効果を発揮した。違法伐採
面積は、プロジェクト期間（2009年～2011年）で大きく低
減した。2013年以降、ALOS運用停止等の影響もあり、
低減効果が弱まっている。

３．技術への貢献
受賞者はPALSAR画像から森林
伐採地を抽出する手法を開発した。
また、PALSAR画像や他のシステム
で利用可能な地理空間情報を
DPFが利用できるよう技術指導を
行った。

技術指導の様子

４．普及啓発への貢献
・2012年1月27日、東京・元赤坂の秋篠宮邸にて秋篠宮
同妃両殿下に謁見。
・多数メディアで紹介。
テレビ朝日「報道ステーション」
イギリスBBC「アマゾン-宇宙からの監視計画-」
朝日新聞2013年6月6日朝刊
ブラジル現地紙等

プロジェクト期間

（C）JAXA
右と同じ場所の光学画像

問合せ先

ALOS-2画像で伐採地抽出
Production of （C）RESTEC

現地の伐採の様子

一般財団法人 リモート･センシング技術センター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル３階

03-6435-6700（代表） https://www.restec.or.jp/
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宇宙航空研究開発機構理事長賞
事例名

宇宙用高精度角度検出器の開発

受賞者

多摩川精機株式会社 スペーストロニックス研究所

事例の概要
受賞者は、人工衛星搭載アンテナや観測機器のポインティング機構などに使用する高精度角度検
出器を、幅広い市場で実績を持つレゾルバ（電磁誘導方式の角度センサ）とＲ／Ｄ（レゾルバ／
ディジタル）変換器を組合わせた方式で、宇宙用途として新たに開発した。これにより、これま
で国内で採用されてきた海外製品を上回る高精度、高信頼性、低消費電力、小型・軽量化を実現
することができ、近年の国内人工衛星に継続的に採用されるようになった。

ポイント・具体的成果等
１．市場拡大への貢献
（１）近年の宇宙利用産業の高度化に伴い、高精度セン
サのニーズが多くなってきている。開発完了後、既に国
内の各種人工衛星への搭載実績ができ、引き続き現在
進行中の開発、および新規の引合案件も出てきている。
（２）海外の宇宙市場においても競争力のあるものであり、
今後海外への拡販も期待できる。
２．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
（１） 地球温暖化の原因となる大気中の二酸化炭素など
の量を高精度に計測するセンサの位置検出用に採用さ
れた。
（２）地球を高精度に観測・撮像する光学センサの位置検
出用に採用された。
（３）デュアルユース技術の観点から、今後、耐放射線性
が必要となる市場（たとえば原子力ロボット）などにも貢
献できる可能性がある。

４．普及啓発への貢献
レゾルバとＲ／Ｄ変換器を組合わせた角度検出器の技
術は、精度は高いものから低いものまであるが、防衛
関係装備品から始まり、民間航空機搭載品、地上レー
ダアンテナや天体望遠鏡、そして民需産業では各種ロ
ボットやハイブリッドカーのセンサなど、多くの市場で採
用されている。それで、デュアルユース技術の代表例と
して、多くの記事に掲載されてきた。今回、新たに宇宙
用途として開発できたことにより、さらなる広がりが期待
される。

いた

３．技術への貢献
人工衛星搭載アンテナや観測機器のポインティング機構
にとって、角度検出器は高精度であるほど重要なコン
ポーネントである。これまで、そのほとんどを海外製品に
頼ってきて、しかも光学式ゆえの弱点である耐環境性や
寿命の点で多くの問題が発生してきた。今回、受賞者が
従来より持っていたレゾルバとＲ／Ｄ変換器の技術を用
いて、宇宙用途として新たに開発したことにより、海外製
品を上回る高精度、高信頼性、低消費電力、小型・軽量
化を実現することが出来た。

問合せ先

宇宙用高精度角度検出器

概観

多摩川精機株式会社 スペーストロニックス研究所
〒395-8515 長野県飯田市大休１８７９番地

0265-21-1849（直通） http://www.tamagawa-seiki.co.jp
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