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祝 辞

祝 辞

　第３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。
近年、宇宙の開発利用の発展は目覚ましく、海外では、ベンチャー企業による低コストでの
ロケット打上げ、小型衛星から得られるビッグデータとAIを軸としたデータビジネスの進展
など、民間活力によるイノベーションが進んでいます。我が国においても同様に、民間企業
による革新的な挑戦が始まっており、世界最先端の舞台で熾烈な競争が繰り広げられてい
ます。
　民間企業等の多様なプレイヤーの創出・育成は、我が国宇宙産業の厚みを増すだけでな
く、宇宙基本計画で掲げられた「安全保障」「産業振興」「科学技術」の３本柱全ての進展につ
ながるものです。GDP600兆円に向けた生産性革命の柱の１つとして宇宙産業の振興を図
るべく、宇宙基本計画に沿った取組を着実に進めるとともに、宇宙開発利用大賞、宇宙デー
タ利用モデル実証事業やビジネスアイデアコンテストなど、新たなプレイヤー振興の取組も
迅速に進めてまいります。
　今回の受賞案件は、小型衛星の礎を築いたパイオニアから農業、健康食品関係者まで、
多様性に富むものとなりました。こうした取組が、我が国の宇宙開発利用の深化へとつな
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
のご活躍と発展を祈念いたしまして、私の祝辞といたします。 

平成30年３月２0日 

　第３回の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、昨年５月に取りまとめられた「宇宙産業ビジョン2030」を
踏まえ、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することといたしました。また、今後、農林水産分野において、衛星リ
モートセンシングや準天頂衛星による高精度測位サービス等の一層の利活用が期待される
ことから、農林水産大臣賞が創設されました。
　宇宙の開発利用は、様々な分野の現場ニーズと結びつき、新たなサービスが創出される
ことで、課題先進国とも言われる我が国の切り札になることが期待されます。今回の受賞案
件についても、科学技術的に優れたものだけでなく、実際に現場で多くの方々に活用され、
役に立つ事例がいくつもありました。私は、宇宙開発利用大賞を通じて、こうした事例に光を
当て、我が国の経済活動や生活の隅々にまで宇宙開発利用の恩恵を得られる可能性がある
ことを知っていただき、より良い社会に向けた様々な変革に際して、宇宙を活用していただ
きたいと考えています。
　受賞されました皆様におかれまして、今回の受賞を契機に一層ご活動の場が広がり、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。 

平成30年３月２0日 
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内閣総理大臣 安倍晋三

内閣府特命担当大臣（宇宙政策） 松山政司
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宇宙開発利用大賞とは第3回  宇宙開発利用大賞 受賞事例集

■ 宇宙開発利用大賞について

■ 募集対象

■ 表彰の種類

■ 審査方法

■ 受賞事例

・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

・国土交通大臣賞

・環境大臣賞

・宇宙航空研究開発機構理事長賞
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　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に醸成

に寄与することを目的とした表彰制度です。

3 4

C O N T E N T S
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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
国土の利用・保全、社会資本の整備、交通・観光政策の推進、気象業務の発達
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

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。

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

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

 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

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

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

1

2

3

4

5

募集対象
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日時：２０１８年３月２０日（火）　１5：45～１6：30
会場：イイノホール&カンファレンスセンター（東京都千代田区）
　　 ※内閣府主催宇宙シンポジウムにおいて開催
内容：表彰状授与、受賞内容のパネル展示、選考委員によるトークセッション等

受賞事例一覧

表彰式

ほどよしプロジェクトによる超小型衛星産業化・国際連携への貢献
東京大学　中須賀　真一
ほどよしプロジェクトチーム

宇宙の視点から、命を守る～GPSとスマホの山岳地帯での活用～
株式会社ヤマップ　春山　慶彦

宇宙天気予報システムの開発と運用を通じた社会への貢献
国立研究開発法人情報通信研究機構

国際連合と連携した宇宙能力構築のための留学生事業
国立大学法人　九州工業大学

無重力による筋萎縮に有効な機能性宇宙食の開発
徳島大学　二川　健

衛星情報を利用したブランド米の生産支援
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　境谷　栄二、 小野　浩之
青森県農林水産部　井上　貴裕

超小型衛星群による毎日全地球観測インフラ「AxelGlobe」の構築
株式会社アクセルスペース

みちびき対応多周波マルチGNSS高精度受信機及びIMUの開発
マゼランシステムズジャパン株式会社

沿岸域生態系保全のための広域な藻場・干潟分布状況の把握
三洋テクノマリン株式会社　北野　慎容
一般財団法人リモート・センシング技術センター　佐川　龍之

選考の結果、「該当なし」となりました。

膜展開式軌道離脱装置の開発および宇宙実証
株式会社　中島田鉄工所
国立大学法人東北大学　桒原　聡文

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

国土交通大臣賞

環境大臣賞

防衛大臣賞

宇宙航空研究開発機構
理事長賞

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。

選考委員会

審査方法

柴崎　亮介

遠藤　典子

久貝　卓

神武　直彦

篠原　ともえ

土田　誠行

山崎　直子

佐藤　耕平

翁長　久

泰松　昌樹

谷　広太

山田　広明

靏田　将範

吉元　博文

木村　正伸

五味　賢至

松浦　直人

東京大学空間情報科学研究センター教授

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

日本商工会議所常務理事

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

アーティスト・デザイナー

株式会社産業革新機構専務取締役

宇宙飛行士

内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官

総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課長

外務省総合外交政策局宇宙室長

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課長

農林水産省大臣官房政策課技術政策室長

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

国土交通省総合政策局技術政策課長

環境省地球環境局総務課研究調査室長

防衛省防衛政策局戦略企画課長

宇宙航空研究開発機構新事業促進部長

委員長
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※今回から農林水産大臣賞が追加されました。
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内容：表彰状授与、受賞内容のパネル展示、選考委員によるトークセッション等

受賞事例一覧

表彰式

ほどよしプロジェクトによる超小型衛星産業化・国際連携への貢献
東京大学　中須賀　真一
ほどよしプロジェクトチーム

宇宙の視点から、命を守る～GPSとスマホの山岳地帯での活用～
株式会社ヤマップ　春山　慶彦

宇宙天気予報システムの開発と運用を通じた社会への貢献
国立研究開発法人情報通信研究機構

国際連合と連携した宇宙能力構築のための留学生事業
国立大学法人　九州工業大学

無重力による筋萎縮に有効な機能性宇宙食の開発
徳島大学　二川　健

衛星情報を利用したブランド米の生産支援
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　境谷　栄二、 小野　浩之
青森県農林水産部　井上　貴裕

超小型衛星群による毎日全地球観測インフラ「AxelGlobe」の構築
株式会社アクセルスペース

みちびき対応多周波マルチGNSS高精度受信機及びIMUの開発
マゼランシステムズジャパン株式会社

沿岸域生態系保全のための広域な藻場・干潟分布状況の把握
三洋テクノマリン株式会社　北野　慎容
一般財団法人リモート・センシング技術センター　佐川　龍之

選考の結果、「該当なし」となりました。

膜展開式軌道離脱装置の開発および宇宙実証
株式会社　中島田鉄工所
国立大学法人東北大学　桒原　聡文

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

国土交通大臣賞

環境大臣賞

防衛大臣賞

宇宙航空研究開発機構
理事長賞

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。

選考委員会

審査方法

柴崎　亮介

遠藤　典子

神武　直彦

久貝　卓

篠原　ともえ

土田　誠行

山崎　直子

佐藤　耕平

翁長　久

泰松　昌樹

谷　広太

山田　広明

靏田　将範

吉元　博文

木村　正伸

五味　賢至

松浦　直人

東京大学空間情報科学研究センター教授

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

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

日本商工会議所常務理事

アーティスト・デザイナー

株式会社産業革新機構専務取締役

宇宙飛行士

内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官

総務省情報通信国際戦略局宇宙通信政策課長

外務省総合外交政策局宇宙室長

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課長

農林水産省大臣官房政策課技術政策室長

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

国土交通省総合政策局技術政策課長

環境省地球環境局総務課研究調査室長

防衛省防衛政策局戦略企画課長

宇宙航空研究開発機構新事業促進部長

委員長

7 8

第3回  宇宙開発利用大賞

※今回から農林水産大臣賞が追加されました。



ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等 ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例名

受賞者

事例名

受賞者

問い合せ先 問い合せ先

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
超小型衛星が宇宙開発利用の世界で激しいGame Changeを起こし

つつある中、大学衛星を実用・ビジネスに供しうる衛星に昇華させること
が本プロジェクトの目的。機器や信頼性工学・開発手法等の研究開発、イ
ンフラ整備の結果、６mGSDの光学衛星を３億円程度、２年以内の期間で
開発し、画像をビジネスでも使える事を実証。超小型衛星を「教育・実験」
から「実用」へと飛躍させた。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
研究開発した超小型衛星用機器の販売実績は100事例以上。衛星バ

スについては、ほどよしバスを他衛星にも適用。打上げた衛星は運用にも
成功。5か国以上の国から開発支援の打診あり。
また、画像利用については、アクセルスペースがリモセン企業と共同で
ほどよし１号の画像の利用実証を進め、ビジネス利用を開始。
さらに、成果を元にベンチャー会社（Infostellar、 WaveArrays）が創
設。Astroscale社の開発の主力メンバーを輩出。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
50kg級衛星用機器を177社のサプライチェーンで開発し、国内ですべ

て購入できる状況を確立。また、撮像画像をリモセン企業と共同でビジネ
ス展開する実験、サンリオと共同でのレンタルスペース実験、S&F実験な
どに成功。
さらに、ブラジル熱帯雨林での火災の発見、福島地域の災害後の継続
監視等を通して、低コスト･小型でも災害監視・農林水産業に貢献する実
用的な画像が獲得できることを実証。多くの国から利用の打診あり。

４．技術への貢献
低コスト（3億円以下）、２年で開発できる50kg級衛星のバスを確立し、

すべての必要な機器が国内で調達できる状況を達成。サイズ比で世界最
高速のXバンド送信機など世界レベルの機器を数種類開発。
また、2.5mGSDの光学カメラ、アサーマルアポクロマティック望遠鏡、
画像補正手法、補償光学系など、超小型衛星に適合した光学系技術を開
発し一部実証済み。
多数の衛星試験データ蓄積により超小型衛星試験のISO標準化取得。
世界初の非可動式ファイズドアレイ型地上アンテナの基礎実証により、ベ
ンチャー会社創立に寄与。

５. 普及啓発への貢献
海外の教員レベルに対するCanSatによる研修（34カ国から約70名が
来日）。帰国後各国でCanSat教育を開始。超小型衛星に特化した世界初
の「超小型衛星シンポジウム」を毎年開催。
また、日本の大学の実践的宇宙開発活動を支援するコミュニティ
UNISECを国際展開（15カ国・地域でUNISEC創設、40カ国以上にPOC
が誕生）。国連宇宙空間平和利用委員会のパーマネントオブザーバース
テータスを2017年に取得。本枠組みで、宇宙新興国を含む世界中の大学
における実践的な宇宙プロジェクトの推進やデブリ防止の意識向上に資
する活動を実施中。

ほどよしプロジェクトによる超小型衛星産業化・国際連携への貢献

東京大学　大学院工学系研究科　航空宇宙工学専攻
TEL： 03-5841-6590　Mail： nlab_info@space.t.u-tokyo.ac.jp
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ほどよし３号(左)と４号の　
フライトモデル

ほどよし４号撮像の
6mGSD画像

開発したイオン推進器(左)と6mGSD光学カメラ(右)

　登山人気を支援するアプリとして完成度も高い。身近なアイテムで情報
がキャッチできるのが素晴らしい。幅広いユーザーにサービスを提供し、人
命救助に役立っている点を評価。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　2013年のリリース後、国内最大の登山アプリへとスケールさせ、登山
の現在地確認に必要な道具を、紙とコンパスからスマホに置き換えた。ス
マホを、オフラインの山で活用し、収集したデータをさらにオンラインで活
用するという、新たな情報の循環も創出。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　YAMAPでは国内・海外含め2500件弱のオフライン地図を無料で使う
ことができ、里山のような低い山もカバーし、無料で使うことができる手
軽さから、ユーザーは増加の一途。また、他の登山地図アプリが増加する
など、「登山中にスマホのGPS機能を利用する」という行動様式を拡大。
　具体的な実績は、ダウンロード数：736,198件（前年比+161％、
2017/12/9時点）、PV数：月間約1億PV（前年比-250％、2017年11月
時点）、登山地図アプリ利用者数国内No.1（株式会社フラー調べ、2017
年10月時点）。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　八甲田山などの山岳救助隊でYAMAPが活用されるなど、自治体にお
いても命を守るアプリとしての認識が拡大。また、オフライン環境下でも活
用でいる特性を生かし、福岡市や屋久島口永良部島の防災マップを作成。
さらに、このアプリが、登山の普及につながり、健康増進や心の支えとして
も貢献。

４．技術への貢献
　スマホは、タッチスクリーンと大きな画面を持ち、専門のGPS端末よりも
操作性や視認性に優れている。高性能なGPSチップが内蔵されている機
種も存在し、通信機能も有しており、誰でも一台持つ普及率がある点に着
目し、従来の紙の地図の情報と、スマホアプリのUIを融合させ、操作性の
高いアプリを開発。追加コストなしに、専門端末以上のサービスの利用が
可能。

５.普及啓発への貢献
　アプリを活用した登山を啓蒙する講演（夏山フェスタ2017in名古屋、夏
山フェスタ2017in福岡、ぐんま山フェスタ2017、岳都・松本山岳フォーラ
ム2017）や自社イベント・YAMAPジャパンツアー（札幌、仙台、松本、東
京、静岡、名古屋、大阪、広島、高知、福岡）を開催。
　また、環境省と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結(2017)。
新聞、テレビ、雑誌、WEB等による報道多数。若者向けの山番組、登山の
啓蒙サイトも制作。

宇宙の視点から、命を守る～GPSとスマホの山岳地帯での活用～

株式会社ヤマップ
TEL： 092-710-5511　https://yamap.co.jp
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東京大学　中須賀真一
ほどよしプロジェクトチーム 株式会社ヤマップ　春山慶彦

　本プロジェクトは、様々な側面で非常に大きなインパクトを与えた。
多くのベンチャー企業の創設等に繋がっただけでなく、海外展開を見
据えた普及・啓発にも注力した。人工衛星産業への参入の敷居を下
げた。「宇宙空間貸しスペース」という発想が面白い。

　受賞者は、超小型衛星ほどよし１～４号の開発を中心に、ほどよし
信頼性のコンセプト、先進的超小型機器の研究開発、地上局や試験
設備等のインフラの整備、利用開拓、人材育成、海外教育支援など多
方面での研究開発を実施し、超小型衛星分野の産業化、ベンチャー
創設、海外展開などの近年の大きな発展の礎を築いた。
 衛星内に用意した10cm立方の空間を切り売りする「レンタルス
ペース」で実証した「Hello Kittyキャンペーン」（衛星の新しいビジネ
ス利用を考える実証実験の一つ）

選考委員会講評／受賞のポイント

事例の概要

衛星内に用意した10cm立方の空間を切り
売りする「レンタルスペース」で実証した
「Hello Kittyキャンペーン」（衛星の新しい
ビジネス利用を考える実証実験の一つ） 選考委員会講評／受賞のポイント

　受賞者は、全地球測位システム（GPS）に、オリジナルの山岳地図をマッ
ピングすることで、電波の届かない山の中でも、スマホだけで自分の現在
地が分かる登山アプリ「YAMAP」を2013年にリリース。山で現在地を確
認する方法を、紙の地図とコンパスからスマホへ置き換え、昨今「道迷いに
よる遭難」をGPSという宇宙の視点から防止している。

事例の概要
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１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
超小型衛星が宇宙開発利用の世界で激しいGame Changeを起こし

つつある中、大学衛星を実用・ビジネスに供しうる衛星に昇華させること
が本プロジェクトの目的。機器や信頼性工学・開発手法等の研究開発、イ
ンフラ整備の結果、６mGSDの光学衛星を３億円程度、２年以内の期間で
開発し、画像をビジネスでも使える事を実証。超小型衛星を「教育・実験」
から「実用」へと飛躍させた。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
研究開発した超小型衛星用機器の販売実績は100事例以上。衛星バ

スについては、ほどよしバスを他衛星にも適用。打上げた衛星は運用にも
成功。5か国以上の国から開発支援の打診あり。
また、画像利用については、アクセルスペースがリモセン企業と共同で
ほどよし１号の画像の利用実証を進め、ビジネス利用を開始。
さらに、成果を元にベンチャー会社（Infostellar、 WaveArrays）が創
設。Astroscale社の開発の主力メンバーを輩出。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
50kg級衛星用機器を177社のサプライチェーンで開発し、国内ですべ

て購入できる状況を確立。また、撮像画像をリモセン企業と共同でビジネ
ス展開する実験、サンリオと共同でのレンタルスペース実験、S&F実験な
どに成功。
さらに、ブラジル熱帯雨林での火災の発見、福島地域の災害後の継続
監視等を通して、低コスト･小型でも災害監視・農林水産業に貢献する実
用的な画像が獲得できることを実証。多くの国から利用の打診あり。

４．技術への貢献
低コスト（3億円以下）、２年で開発できる50kg級衛星のバスを確立し、

すべての必要な機器が国内で調達できる状況を達成。サイズ比で世界最
高速のXバンド送信機など世界レベルの機器を数種類開発。
また、2.5mGSDの光学カメラ、アサーマルアポクロマティック望遠鏡、
画像補正手法、補償光学系など、超小型衛星に適合した光学系技術を開
発し一部実証済み。
多数の衛星試験データ蓄積により超小型衛星試験のISO標準化取得。
世界初の非可動式ファイズドアレイ型地上アンテナの基礎実証により、ベ
ンチャー会社創立に寄与。

５. 普及啓発への貢献
海外の教員レベルに対するCanSatによる研修（34カ国から約70名が
来日）。帰国後各国でCanSat教育を開始。超小型衛星に特化した世界初
の「超小型衛星シンポジウム」を毎年開催。
また、日本の大学の実践的宇宙開発活動を支援するコミュニティ
UNISECを国際展開（15カ国・地域でUNISEC創設、40カ国以上にPOC
が誕生）。国連宇宙空間平和利用委員会のパーマネントオブザーバース
テータスを2017年に取得。本枠組みで、宇宙新興国を含む世界中の大学
における実践的な宇宙プロジェクトの推進やデブリ防止の意識向上に資
する活動を実施中。

ほどよしプロジェクトによる超小型衛星産業化・国際連携への貢献

東京大学　大学院工学系研究科　航空宇宙工学専攻
TEL： 03-5841-6590　Mail： nlab_info@space.t.u-tokyo.ac.jp
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がキャッチできるのが素晴らしい。幅広いユーザーにサービスを提供し、人
命救助に役立っている点を評価。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　2013年のリリース後、国内最大の登山アプリへとスケールさせ、登山
の現在地確認に必要な道具を、紙とコンパスからスマホに置き換えた。ス
マホを、オフラインの山で活用し、収集したデータをさらにオンラインで活
用するという、新たな情報の循環も創出。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　YAMAPでは国内・海外含め2500件弱のオフライン地図を無料で使う
ことができ、里山のような低い山もカバーし、無料で使うことができる手
軽さから、ユーザーは増加の一途。また、他の登山地図アプリが増加する
など、「登山中にスマホのGPS機能を利用する」という行動様式を拡大。
　具体的な実績は、ダウンロード数：736,198件（前年比+161％、
2017/12/9時点）、PV数：月間約1億PV（前年比-250％、2017年11月
時点）、登山地図アプリ利用者数国内No.1（株式会社フラー調べ、2017
年10月時点）。
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　八甲田山などの山岳救助隊でYAMAPが活用されるなど、自治体にお
いても命を守るアプリとしての認識が拡大。また、オフライン環境下でも活
用でいる特性を生かし、福岡市や屋久島口永良部島の防災マップを作成。
さらに、このアプリが、登山の普及につながり、健康増進や心の支えとして
も貢献。

４．技術への貢献
　スマホは、タッチスクリーンと大きな画面を持ち、専門のGPS端末よりも
操作性や視認性に優れている。高性能なGPSチップが内蔵されている機
種も存在し、通信機能も有しており、誰でも一台持つ普及率がある点に着
目し、従来の紙の地図の情報と、スマホアプリのUIを融合させ、操作性の
高いアプリを開発。追加コストなしに、専門端末以上のサービスの利用が
可能。

５.普及啓発への貢献
　アプリを活用した登山を啓蒙する講演（夏山フェスタ2017in名古屋、夏
山フェスタ2017in福岡、ぐんま山フェスタ2017、岳都・松本山岳フォーラ
ム2017）や自社イベント・YAMAPジャパンツアー（札幌、仙台、松本、東
京、静岡、名古屋、大阪、広島、高知、福岡）を開催。
　また、環境省と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結(2017)。
新聞、テレビ、雑誌、WEB等による報道多数。若者向けの山番組、登山の
啓蒙サイトも制作。

宇宙の視点から、命を守る～GPSとスマホの山岳地帯での活用～

株式会社ヤマップ
TEL： 092-710-5511　https://yamap.co.jp

内閣府特命担当大臣（宇宙政策）賞
第3回  宇宙開発利用大賞 
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東京大学　中須賀真一
ほどよしプロジェクトチーム 株式会社ヤマップ　春山慶彦

　本プロジェクトは、様々な側面で非常に大きなインパクトを与えた。
多くのベンチャー企業の創設等に繋がっただけでなく、海外展開を見
据えた普及・啓発にも注力した。人工衛星産業への参入の敷居を下
げた。「宇宙空間貸しスペース」という発想が面白い。

　受賞者は、超小型衛星ほどよし１～４号の開発を中心に、ほどよし
信頼性のコンセプト、先進的超小型機器の研究開発、地上局や試験
設備等のインフラの整備、利用開拓、人材育成、海外教育支援など多
方面での研究開発を実施し、超小型衛星分野の産業化、ベンチャー
創設、海外展開などの近年の大きな発展の礎を築いた。
 衛星内に用意した10cm立方の空間を切り売りする「レンタルス
ペース」で実証した「Hello Kittyキャンペーン」（衛星の新しいビジネ
ス利用を考える実証実験の一つ）

選考委員会講評／受賞のポイント

事例の概要

衛星内に用意した10cm立方の空間を切り
売りする「レンタルスペース」で実証した
「Hello Kittyキャンペーン」（衛星の新しい
ビジネス利用を考える実証実験の一つ） 選考委員会講評／受賞のポイント

　受賞者は、全地球測位システム（GPS）に、オリジナルの山岳地図をマッ
ピングすることで、電波の届かない山の中でも、スマホだけで自分の現在
地が分かる登山アプリ「YAMAP」を2013年にリリース。山で現在地を確
認する方法を、紙の地図とコンパスからスマホへ置き換え、昨今「道迷いに
よる遭難」をGPSという宇宙の視点から防止している。

事例の概要
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　受賞者は、1958年から電離圏の観測を行い、電波の伝わり方に関
する予報・警報を発信してきた。また、1988年からは、電離圏擾乱の原
因となる宇宙天気の現況把握と予報情報を365日提供するとともに、
その予報精度の向上を目標とした研究開発活動を行っている。特に、
大規模な太陽面爆発（太陽フレア）の発生時には、警報を発信し、衛星
運用者・航空運用者等に対処を促すなど、宇宙の開発・利用に大きく
貢献してきた。

1.宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
宇宙天気情報を1988年から1日も欠かすことなく毎日提供。また、宇宙
天気に関わる太陽・太陽風、磁気圏及び電離圏のモデル・シミュレーション
コードの開発に関しては、
世界でトップクラスの科学
成果を挙げている。近年で
は、突発的な宇宙天気現象
である太陽フレアを人工知
能で予測するモデルを開
発し、予報の的中率を飛躍
的に向上。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
今後、準天頂衛星による衛星精密測位の実現及び利用展開を進める上

で、衛星測位の精度劣化の原因となる電離層擾乱情報は不可欠。特に、特
有の電離圏擾乱が存在している東南アジア等の赤道域での関心は高く本
活動や研究成果が市場の拡大に大きく貢献するものと期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　宇宙天気の現況把握及び予報を行い、その情報を通信・放送・測位等
の電波利用者、衛星運用会社等に発信することで、社会基盤の安定運用
に貢献。情報は、電子メール及びウェブサイトを通じて提供（電子メールの
受信数は約8,000件、ウェブサイトは月間約16万件のアクセス）。
　また、宇宙天気情報の航空運用への利用の義務化が検討されている国
際民間航空機関（ICAO）での議論へ積極的に関与し、宇宙天気の専門家
として法制化の準備へ貢献。

４．技術への貢献
宇宙天気情報の配信とともに、その精度向上を目的とした研究開発を
実施。具体的には、太陽・太陽風、磁気圏、電離圏の観測技術の開発、宇宙
天気の予測のためのモデル・シミュレーションコードの開発、わかりやすい
利用のためのアプリケーション開発を柱として研究開発を推進。

５．普及啓発への貢献
2003年から「宇宙天気ユーザーズフォーラム」を毎年開催する他、時
節の関連トピックに関する講演活動を展開。また、2016年から「宇宙天
気ユーザー協議会」を設立し、得られた知見をフィードバックできる基盤
を形成。
2017年9月6日に発生したX9.3太陽フレアについては、いち早く報道
発表を行い、社会に対して注意を喚起。メディアでも多数報道（新聞報道
271件・テレビ報道60件・Web報道779件）。

宇宙天気予報システムの開発と運用を通じた社会への貢献
国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人情報通信研究機構
TEL： 042-327-7429　Mail： SpaceWeather@ml.nict.go.jp 

総務大臣賞
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第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例の概要

　衛星運用等の非常に重要な基盤的サービス。長年に渡る情報発信
をはじめとした活動を評価。国際民間航空機関（ICAO）での議論への
参加や国際的な連携を進めている点を評価。

選考委員会講評／受賞のポイント

宇宙天気の概念図

情報通信研究機構が開発する
シミュレーション例（磁気圏、中央が地球）

情報通信研究機構
宇宙天気情報センター

Webサイト

事例名

問い合せ先

受賞者

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
国連宇宙部と連携した衛星技術に関する学位取得に至る唯一の奨学
金プログラム(DNST/PNST)を、2011年から7年間にわたり実施。SEIC
には2013年からの5年間で、26ヶ国71名(うちPNSTが29名)の留学生
が入学。2017年度のPNST選考では、98ヶ国1439名が事前Web登録
を行い、31ヶ国128名からの願書が届いた。
また、アジア・アフリカ諸国と超小型衛星を共同開発・運用する国際的
な衛星開発プロジェクトであるBIRDSプロジェクトを実施しており、そのう
ち数ヶ国の参加国は、国家初の人工衛星開発を実現した。更に、国連宇宙
部職員や宇宙法の専門家を講師として招き、留学生に今後10年間の各
国の宇宙戦略を立案させている。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
途上国・新興国に宇宙インフラを輸出していく上で不可欠な人材育成

とのパッケージングにおいて、英語で学位取得できる大学院正規課程の
受け皿を構築。
超小型衛星試験センターにて８ヶ国の衛星に対する試験を実施。
また、途上国・新興国による利用拡大を目的とし、「きぼう」日本実験棟か
らの超小型衛星放出推進のための包括的な連携協力協定をJAXAと締結。
さらに、BIRDSプロジェクトで使用した衛星バスを企業が商品化し、
MakeSat.comにて販売中。BIRDS衛星運用のために、６ヶ国の地上局を
ベンチャー企業と共同でネットワーク化。今後、修了生のネットワークを活
用し、世界中の地上局をつなぐビジネスへと発展させる予定。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
CubeSatにより宇宙利用が低コストで迅速に実現することで、途上国・

新興国の産業・生活・行政の差し迫った課題を解決するとともに、それらの
高度化・効率化に貢献。
ガーナでは、鉱毒による河川の水質汚染調査に活用することで、鉱山監
視行政の大幅な効率向上が期待される。また、ブータンでは、災害時の緊
急通信に活用することで、迅速かつ的確な救難・復旧対策が可能となり、
災害管理行政の高度化・効率化に大きく貢献することが期待される。

４．技術への貢献
SEICの留学生17名が参加した超小型衛星HORYU-IV(2016年打上げ)

では、世界で初めて軌道上での放電現象の画像と電流波形の取得に成功。
BIRDS-Iでは、単一大学による超小型衛星コンステレーションとしては世
界最多の５基の同一設計の1U CubeSatを打上げ。
さらに、UHF/VHF帯を使用するキューブサットコンステ(BIRDS-I)を、世
界6ヶ国の地上局でネットワーク運用する実証実験を実施中。超小型衛星の
データ通信速度の遅さを地上局の数を増やすことで補い、衛星とのデータ
通信量を飛躍的に拡大させる効果が期待される。

５．普及啓発への貢献
国内外で130件以上の報道実績。途上国・新興国でも、自らで衛星を開
発して、自国の実情とニーズにあった宇宙開発利用ができることを実証。
また、国連宇宙空間平和利用委員会において、7年間で5回のテクニカ
ルプレゼンを実施。13ヶ国が参加するBIRDSワークショップを2016年か
ら毎年持ち回りで開催するなど、SEIC修了生を中心としたネットワークに
より、非宇宙先進国間の水平協力で、揺籃期の宇宙プログラムを支えあう
システムを構築。
平成30年度には、日本初の「宇宙システム工学科」（学部）を開講予定。

国際連合と連携した宇宙能力構築のための留学生事業
国立大学法人　九州工業大学

九州工業大学工学部大学院係
TEL： 093-884-3057　Mail： koh-daigakuin@jimu.kyutech.ac.jp

外務大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

宇宙工学国際コース学生の
出身国分布（2017年10月時点）

修了生（スーダン）による
国連宇宙平和利用委員会でのプレゼン

BIRDS-I プロジェクト学生と
フライトモデル

BIRDS-Iの国際宇宙ステーションからの
放出(2017年7月7日)

BIRDS-I放出日（2017年7月7日）の各国代表者
記念写真（筑波宇宙センター）

事例名

問い合せ先

受賞者

　受賞者は、途上国・新興国の宇宙能力構築のニーズに応えるため、
国連宇宙部と連携して、大学院宇宙工学国際コース(SEIC)に、過去5
年間で26ヶ国71名の留学生を受け入れた。持続可能な宇宙プログラ
ムをゼロから立ち上げられる人材を育成し、宇宙空間の平和利用の推
進・拡大に貢献することを目指す。実践的教育の一環として国際共同
衛星開発を推進し、7ヶ国にとって初の人工衛星を開発するのに寄与し
ている（うち3ヶ国は打上済）。

事例の概要

　国連宇宙部と連携し、国際的に宇宙分野での人材育成に貢献した
点を評価。宇宙技術が国際貢献の一つの重要なツールと認められたこ
との意義は大きい。

選考委員会講評／受賞のポイント

情報通信研究機構が開発するアプリケーション例
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　受賞者は、1958年から電離圏の観測を行い、電波の伝わり方に関
する予報・警報を発信してきた。また、1988年からは、電離圏擾乱の原
因となる宇宙天気の現況把握と予報情報を365日提供するとともに、
その予報精度の向上を目標とした研究開発活動を行っている。特に、
大規模な太陽面爆発（太陽フレア）の発生時には、警報を発信し、衛星
運用者・航空運用者等に対処を促すなど、宇宙の開発・利用に大きく
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宇宙天気情報を1988年から1日も欠かすことなく毎日提供。また、宇宙
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コードの開発に関しては、
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成果を挙げている。近年で
は、突発的な宇宙天気現象
である太陽フレアを人工知
能で予測するモデルを開
発し、予報の的中率を飛躍
的に向上。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
今後、準天頂衛星による衛星精密測位の実現及び利用展開を進める上

で、衛星測位の精度劣化の原因となる電離層擾乱情報は不可欠。特に、特
有の電離圏擾乱が存在している東南アジア等の赤道域での関心は高く本
活動や研究成果が市場の拡大に大きく貢献するものと期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　宇宙天気の現況把握及び予報を行い、その情報を通信・放送・測位等
の電波利用者、衛星運用会社等に発信することで、社会基盤の安定運用
に貢献。情報は、電子メール及びウェブサイトを通じて提供（電子メールの
受信数は約8,000件、ウェブサイトは月間約16万件のアクセス）。
　また、宇宙天気情報の航空運用への利用の義務化が検討されている国
際民間航空機関（ICAO）での議論へ積極的に関与し、宇宙天気の専門家
として法制化の準備へ貢献。

４．技術への貢献
宇宙天気情報の配信とともに、その精度向上を目的とした研究開発を
実施。具体的には、太陽・太陽風、磁気圏、電離圏の観測技術の開発、宇宙
天気の予測のためのモデル・シミュレーションコードの開発、わかりやすい
利用のためのアプリケーション開発、を柱として研究開発を推進。

５．普及啓発への貢献
2003年から「宇宙天気ユーザーズフォーラム」を毎年開催する他、時
節の関連トピックに関する講演活動を展開。また、2016年から「宇宙天
気ユーザー協議会」を設立し、得られた知見をフィードバックできる基盤
を形成。
2017年9月6日に発生したX9.3太陽フレアについては、いち早く報道
発表を行い、社会に対して注意を喚起。メディアでも多数報道（新聞報道
271件・テレビ報道60件・Web報道779件）。

宇宙天気予報システムの開発と運用を通じた社会への貢献
国立研究開発法人情報通信研究機構
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１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
国連宇宙部と連携した衛星技術に関する学位取得に至る唯一の奨学
金プログラム(DNST/PNST)を、2011年から7年間にわたり実施。SEIC
には2013年からの5年間で、26ヶ国71名(うちPNSTが29名)の留学生
が入学。2017年度のPNST選考では、98ヶ国1439名が事前Web登録
を行い、31ヶ国128名からの願書が届いた。
また、アジア・アフリカ諸国と超小型衛星を共同開発・運用する国際的
な衛星開発プロジェクトであるBIRDSプロジェクトを実施しており、そのう
ち数ヶ国の参加国は、国家初の人工衛星開発を実現した。更に、国連宇宙
部職員や宇宙法の専門家を講師として招き、留学生に今後10年間の各
国の宇宙戦略を立案させている。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
途上国・新興国に宇宙インフラを輸出していく上で不可欠な人材育成

とのパッケージングにおいて、英語で学位取得できる大学院正規課程の
受け皿を構築。
超小型衛星試験センターにて８ヶ国の衛星に対する試験を実施。
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らの超小型衛星放出推進のための包括的な連携協力協定をJAXAと締結。
さらに、BIRDSプロジェクトで使用した衛星バスを企業が商品化し、
MakeSat.comにて販売中。BIRDS衛星運用のために、６ヶ国の地上局を
ベンチャー企業と共同でネットワーク化。今後、修了生のネットワークを活
用し、世界中の地上局をつなぐビジネスへと発展させる予定。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
CubeSatにより宇宙利用が低コストで迅速に実現することで、途上国・

新興国の産業・生活・行政の差し迫った課題を解決するとともに、それらの
高度化・効率化に貢献。
ガーナでは、鉱毒による河川の水質汚染調査に活用することで、鉱山監
視行政の大幅な効率向上が期待される。また、ブータンでは、災害時の緊
急通信に活用することで、迅速かつ的確な救難・復旧対策が可能となり、
災害管理行政の高度化・効率化に大きく貢献することが期待される。

４．技術への貢献
SEICの留学生17名が参加した超小型衛星HORYU-IV(2016年打上げ)

では、世界で初めて軌道上での放電現象の画像と電流波形の取得に成功。
BIRDS-Iでは、単一大学による超小型衛星コンステレーションとしては世
界最多の５基の同一設計の1U CubeSatを打上げ。
さらに、UHF/VHF帯を使用するキューブサットコンステ(BIRDS-I)を、世
界6ヶ国の地上局でネットワーク運用する実証実験を実施中。超小型衛星の
データ通信速度の遅さを地上局の数を増やすことで補い、衛星とのデータ
通信量を飛躍的に拡大させる効果が期待される。

５．普及啓発への貢献
国内外で130件以上の報道実績。途上国・新興国でも、自らで衛星を開
発して、自国の実情とニーズにあった宇宙開発利用ができることを実証。
また、国連宇宙空間平和利用委員会において、7年間で5回のテクニカ
ルプレゼンを実施。13ヶ国が参加するBIRDSワークショップを2016年か
ら毎年持ち回りで開催するなど、SEIC修了生を中心としたネットワークに
より、非宇宙先進国間の水平協力で、揺籃期の宇宙プログラムを支えあう
システムを構築。
平成30年度には、日本初の「宇宙システム工学科」（学部）を開講予定。

国際連合と連携した宇宙能力構築のための留学生事業
国立大学法人　九州工業大学

九州工業大学工学部大学院係
TEL： 093-884-3057　Mail： koh-daigakuin@jimu.kyutech.ac.jp

外務大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

宇宙工学国際コース学生の
出身国分布（2017年10月時点）

修了生（スーダン）による
国連宇宙平和利用委員会でのプレゼン

BIRDS-I プロジェクト学生と
フライトモデル

BIRDS-Iの国際宇宙ステーションからの
放出(2017年7月7日)

BIRDS-I放出日（2017年7月7日）の各国代表者
記念写真（筑波宇宙センター）

事例名

問い合せ先

受賞者

　受賞者は、途上国・新興国の宇宙能力構築のニーズに応えるため、
国連宇宙部と連携して、大学院宇宙工学国際コース(SEIC)に、過去5
年間で26ヶ国71名の留学生を受け入れた。持続可能な宇宙プログラ
ムをゼロから立ち上げられる人材を育成し、宇宙空間の平和利用の推
進・拡大に貢献することを目指す。実践的教育の一環として国際共同
衛星開発を推進し、7ヶ国にとって初の人工衛星を開発するのに寄与し
ている（うち3ヶ国は打上済）。

事例の概要

　国連宇宙部と連携し、国際的に宇宙分野での人材育成に貢献した
点を評価。宇宙技術が国際貢献の一つの重要なツールと認められたこ
との意義は大きい。

選考委員会講評／受賞のポイント

情報通信研究機構が開発するアプリケーション例



13

　無重力や寝たきりなどで見られる筋萎縮は、超高齢社会の我が国におい
て克服すべき疾患の１つである。受賞者は、3回にわたる有人宇宙実験
(NeuroLab、MyoLab、Cell Mechano-sensing)を通じ、骨格筋の萎縮
のメカニズムを解明した。さらに、宇宙実験の成果を基にした地上での栄養
学的アプローチにより、筋萎縮を誘導する原因因子(酸化ストレスや酵素な
ど)を改善する大豆タンパク質や大豆イソフラボンを含有する機能性食材
を開発し、新規の栄養学的な筋萎縮予防・治療法を開発。
　また、こうした研究開発成果を基に、機能性宇宙食研究会を発足させ、宇
宙栄養学研究の国際拠点化を目指している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
機能性宇宙食の開発を目指す企業や大学などが参加する研究会とし
て、平成21年5月に機能性宇宙食研究会を発足。年に数回、講演会を開催
し、自由討論を実施。
また、宇宙生命科学養成に向けて、JAXAと徳島大学の連携大学院とし
て、徳島大学大学院医歯薬学研究部に宇宙栄養学分野を開設。
平成25年から27年にかけ、宇宙飛行士の安全な長期宇宙滞在を可能
にすべく、東京大学農学部、国立健康・栄養研究所及び徳島大学医学部
医科栄養学科と共同で機能性宇宙食を開発。
さらに、次世代の宇宙栄養学の研究者育成に向け、徳島大学を中心とし
た機能性宇宙食研究会を日本における機能性宇宙食開発の国際研究拠
点にすべく活動中。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
機能性宇宙食研究会の幹事として、企業の研究会への参加を促進し、
多くの機能性宇宙食を多数の企業と共同開発。
また、日本宇宙食品産業の育成のため、無重力下で生じる筋萎縮などに
効果の見られた食材の宇宙での実証実験について、機能性宇宙食研究会
が中心となりJAXAの提供するフィジビリティー宇宙実験に提案中。自ら
機能性食材を開発するだけでなく、「JAXA」と地上での機能性食材の開
発を目指す「企業」との橋渡しを行い、宇宙食品産業の育成に尽力。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
機能性食材により寝たきり患者が半減すると、１年間で約４千５百億円
の医療費が節約できる可能性あり。また、寝たきりにならずに老後の生活

を送れることで、個人のQOLが向上するとともに、家族や社会への介護負
担が大きく軽減。
さらに、災害に備え、長期保存可能な機能性食材を備蓄しておくことに
より、大災害発生時の廃用症候群(無気力、不活動になり、痩せ衰えていく
疾患群)の対応にも貢献。

４．技術への貢献
神経科学分野の宇宙実験であるNeuroLab実験への参画により、無重
力による筋萎縮におけるユビチキン－プロテアソーム蛋白質分解経路の
重要性を解明（平成10年）。また、ISS「きぼう」日本実験棟における
MyoLab宇宙実験の代表研究者として、ユビキチンリガーゼCbl-b（シー
ブルビー）は、筋萎縮関連酵素の１つであること、萎縮した筋細胞には酸化
ストレスが蓄積することを解明（平成22年）。さらに、無重力ストレスの化
学的シグナルへの変換機構の解明を目指したCell Mechanosensing実
験への参画により、無重力環境では、筋ミトコンドリアの断裂が起こること
を世界で最初に発見（平成28年）。
受賞者所属組織内に大学病院がある利点を生かし、徳島大学病院の寝
たきり患者を対象とした安価で安全な食材の臨床試験システムを確立。

５．普及啓発への貢献
宇宙飛行士を徳島へ招聘するとともに、市民公開講座を開催。また、宇
宙栄養学に関する交流事業も実施。テレビでも宇宙実験や研究の内容に
関する報道実績あり。
また、文部科学省やJAXAの主催する市民公開講座に講師として積極
的に参加。

無重力による筋萎縮に有効な機能性宇宙食の開発
徳島大学　二川健

徳島大学　大学院　医歯薬学研究部
TEL： 088-633-9248　http://www.tokushima-u.ac.jp/med/culture/seitaieiyou/

文部科学大臣賞
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第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例の概要

　有人による宇宙実験の成果を広く告知する取組。筋萎縮が地上よりも早
い速度で生じる無重力環境という宇宙アセットを利活用するとともに、その
宇宙実験結果を栄養学を通じて深め、地上での医療にも適用可能性があ
ることを示唆した点を評価。今後、医療分野との連携を強め、社会に貢献し
て行くことを期待。

選考委員会講評／受賞のポイント

筋萎縮のメカニズムと食材の作用点

機能性宇宙食開発を担う若手研究者
育成のための国際拠点の形成を目指す！！

機能性宇宙食開発の実際

無重力で生じる疾患に栄養学で
立ち向かう！

事例名

問い合せ先

受賞者

　青森県の新品種「青天の霹靂」ブランド化に向け、高品質
な米の生産を支援するため、津軽地域の13市町村で、
2016年から衛星情報の利用を始めた。衛星画像から収穫
時期を水田一枚ごとに予想する「収穫適期マップ」を作成し
てWebアプリで提供し、生産者は、携帯端末で同マップを
閲覧して適切な時期に収穫する。このほか、食味の目安と
なる玄米タンパク質含有率や土壌の肥沃度も、衛星画像か
らマップ化し、そのデータを基に営農指導員による生産者
への生産指導も実施している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　衛星情報の農業分野での利用開拓を進め、衛星画像から、高品質米生
産に極めて有用な「収穫時期」、「玄米タンパク質含有率」、「土壌の肥沃
度」などの情報が取得でき、農業生産現場で実利用可能なことを実証。収
穫時期を予想した「収穫適期マップ」では、営農指導員だけではなく、生産
者もスマートフォン等で情報を確認して適期収穫に利用。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　「青天の霹靂」では、青森県津軽地域の13市町村で衛星情報を利用。広
域観測が可能な衛星の利点を生かし、「青天の霹靂」が栽培されている
1,900ha、約8,000枚の水田すべてを撮影対象としてカバー。従来の方
法では不可能であった水田単位のきめ細やかな情報提供を実現し、産地
全体での品質のバラツキを最小化することで、ブランド価値を向上。農産
物の高品質化を目指した衛星利用が全国に拡大することで、国産農産物
の競争力向上も期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
「青天の霹靂」では、衛星情報を利用することで、収穫時期を水田一枚
ごとに推定し、きめ細やかな情報を津軽全域の生産者にWebアプリで提
供（誤差も従来法の1/2に低減）。また、玄米タンパク質含有率6.4％以
下、検査等級2等以上とする品質重視の出荷基準の達成を支援するため、
衛星情報を利用した指導も展開（達成率は2016年98.9％、2017年
98.4％（2018年１月末現在）と2年連続で極めて高い割合）。

４．技術への貢献
米の高品質化に向けて、衛星画像を用いて、稲の収穫時期を水田1枚

ごとに暦日（△月△日）で予測する手法「収穫適期マップ」を確立し、国
内で始めて実用化。また、衛星画像から玄米のタンパク質含有率を推定
する手法「タンパクマップ」の誤差要因を明らかにし、より安定した推定
を実現。
加えて、衛星情報を迅速かつ的確に伝達するためのWebアプリ等のシ

ステム開発等を推進。この結果、津軽地域13市町村において、営農指導
員や生産者が衛星情報を利用できる体制を2016年に整え、高品質米の
生産支援体制を構築。

５．普及啓発への貢献
2016年から、津軽地域13市町村において衛星技術の普及・啓発を推
進。また、衛星情報の効果的な活用のため、営農指導員を対象とした講習
会や生産者に対する衛星情報を利用した生産管理に関する啓蒙、マスコ
ミ取材を通じた広報を実施。
この結果、2017年には営農指導員による「収穫適期マップ」の利用割
合は100％に達し、生産者と合わせて合計500人以上が利用。

衛星情報を利用したブランド米の生産支援
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　境谷栄二、 小野浩之　
青森県農林水産部　井上貴裕

地方独立行政法人　青森県産業技術センター　農林総合研究所
TEL： 0172-52-4391　http://www.aomori-itc.or.jp/nousouken

農林水産大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例の概要

　ブランド米「青天の霹靂」の品質管理のため衛星画像を
利用する方法を開拓し、実用化した点を評価。すでに1年の
利用実績があるなど、農作物の品質向上の成果を挙げて
いる点を評価。米以外や他地域への展開も期待。

選考委員会講評／受賞のポイント

Webアプリ（画面：収穫適期マップ  2017年）
用途：予想される収穫日を利用者に
分かりやすく、迅速に伝える
(1) 収穫適期マップ利用状況 
・ユーザー数　566名
・利用機器　スマートフォン 77％、タブレット 10％、PC 12％
（Webアプリへのアクセス状況から解析　2017.9.4～10.20）
(2) 営農指導員へのアンケート結果　
・指導に利用した指導員の割合　100％
・従来法よりも指導に説得力があると回答した割合　96％
(アンケート期間　2017.10.10～10.24,  回答数23名)

収穫適期マップ(2017年)
【衛星画像から収穫の最適日を予想し、水田ごとに色分けしたマップ】
用途：お米を適時に品質の良い状態で収穫するのに利用
実際の収穫適期との誤差(RMSE)   
収穫適期マップ  2.1日  従来法4.0日※ 
※出穂後積算気温による市町村ごとの予測

タンパクマップ(2015年)
【衛星画像から玄米のタンパク質含有率を
推定し、水田ごとに色分けしたマップ】
用途：食味の目安とされるタンパクに応じて、
肥料の使用量を最適化するのに利用

土壌の肥沃度マップ(2016年)
【衛星画像から土壌の肥沃度（腐植含量）を推定し、
水田ごとに色分けしたマップ】
用途：美味しいお米の生産に適した
水田を選定するのに利用

事例名

問い合せ先

受賞者
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　無重力や寝たきりなどで見られる筋萎縮は、超高齢社会の我が国におい
て克服すべき疾患の１つである。受賞者は、3回にわたる有人宇宙実験
(NeuroLab、MyoLab、Cell Mechano-sensing)を通じ、骨格筋の萎縮
のメカニズムを解明した。さらに、宇宙実験の成果を基にした地上での栄養
学的アプローチにより、筋萎縮を誘導する原因因子(酸化ストレスや酵素な
ど)を改善する大豆タンパク質や大豆イソフラボンを含有する機能性食材
を開発し、新規の栄養学的な筋萎縮予防・治療法を開発。
　また、こうした研究開発成果を基に、機能性宇宙食研究会を発足させ、宇
宙栄養学研究の国際拠点化を目指している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
機能性宇宙食の開発を目指す企業や大学などが参加する研究会とし
て、平成21年5月に機能性宇宙食研究会を発足。年に数回、講演会を開催
し、自由討論を実施。
また、宇宙生命科学養成に向けて、JAXAと徳島大学の連携大学院とし
て、徳島大学大学院医歯薬学研究部に宇宙栄養学分野を開設。
平成25年から27年にかけ、宇宙飛行士の安全な長期宇宙滞在を可能
にすべく、東京大学農学部、国立健康・栄養研究所及び徳島大学医学部
医科栄養学科と共同で機能性宇宙食を開発。
さらに、次世代の宇宙栄養学の研究者育成に向け、徳島大学を中心とし
た機能性宇宙食研究会を日本における機能性宇宙食開発の国際研究拠
点にすべく活動中。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
機能性宇宙食研究会の幹事として、企業の研究会への参加を促進し、
多くの機能性宇宙食を多数の企業と共同開発。
また、日本宇宙食品産業の育成のため、無重力下で生じる筋萎縮などに
効果の見られた食材の宇宙での実証実験について、機能性宇宙食研究会
が中心となりJAXAの提供するフィジビリティー宇宙実験に提案中。自ら
機能性食材を開発するだけでなく、「JAXA」と地上での機能性食材の開
発を目指す「企業」との橋渡しを行い、宇宙食品産業の育成に尽力。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
機能性食材により寝たきり患者が半減すると、１年間で約４千５百億円
の医療費が節約できる可能性あり。また、寝たきりにならずに老後の生活

を送れることで、個人のQOLが向上するとともに、家族や社会への介護負
担が大きく軽減。
さらに、災害に備え、長期保存可能な機能性食材を備蓄しておくことに
より、大災害発生時の廃用症候群(無気力、不活動になり、痩せ衰えていく
疾患群)の対応にも貢献。

４．技術への貢献
神経科学分野の宇宙実験であるNeuroLab実験への参画により、無重
力による筋萎縮におけるユビチキン－プロテアソーム蛋白質分解経路の
重要性を解明（平成10年）。また、ISS「きぼう」日本実験棟における
MyoLab宇宙実験の代表研究者として、ユビキチンリガーゼCbl-b（シー
ブルビー）は、筋萎縮関連酵素の１つであること、萎縮した筋細胞には酸化
ストレスが蓄積することを解明（平成22年）。さらに、無重力ストレスの化
学的シグナルへの変換機構の解明を目指したCell Mechanosensing実
験への参画により、無重力環境では、筋ミトコンドリアの断裂が起こること
を世界で最初に発見（平成28年）。
受賞者所属組織内に大学病院がある利点を生かし、徳島大学病院の寝
たきり患者を対象とした安価で安全な食材の臨床試験システムを確立。

５．普及啓発への貢献
宇宙飛行士を徳島へ招聘するとともに、市民公開講座を開催。また、宇
宙栄養学に関する交流事業も実施。テレビでも宇宙実験や研究の内容に
関する報道実績あり。
また、文部科学省やJAXAの主催する市民公開講座に講師として積極
的に参加。

無重力による筋萎縮に有効な機能性宇宙食の開発
徳島大学　二川健

徳島大学　大学院　医歯薬学研究部
TEL： 088-633-9248　http://www.tokushima-u.ac.jp/med/culture/seitaieiyou/

文部科学大臣賞
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ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例の概要

　有人による宇宙実験の成果を広く告知する取組。筋萎縮が地上よりも早
い速度で生じる無重力環境という宇宙アセットを利活用するとともに、その
宇宙実験結果を栄養学を通じて深め、地上での医療にも適用可能性があ
ることを示唆した点を評価。今後、医療分野との連携を強め、社会に貢献し
て行くことを期待。

選考委員会講評／受賞のポイント

筋萎縮のメカニズムと食材の作用点

機能性宇宙食開発を担う若手研究者
育成のための国際拠点の形成を目指す！！

機能性宇宙食開発の実際

無重力で生じる疾患に栄養学で
立ち向かう！

事例名

問い合せ先

受賞者

　青森県の新品種「青天の霹靂」ブランド化に向け、高品質
な米の生産を支援するため、津軽地域の13市町村で、
2016年から衛星情報の利用を始めた。衛星画像から収穫
時期を水田一枚ごとに予想する「収穫適期マップ」を作成し
てWebアプリで提供し、生産者は、携帯端末で同マップを
閲覧して適切な時期に収穫する。このほか、食味の目安と
なる玄米タンパク質含有率や土壌の肥沃度も、衛星画像か
らマップ化し、そのデータを基に営農指導員による生産者
への生産指導も実施している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　衛星情報の農業分野での利用開拓を進め、衛星画像から、高品質米生
産に極めて有用な「収穫時期」、「玄米タンパク質含有率」、「土壌の肥沃
度」などの情報が取得でき、農業生産現場で実利用可能なことを実証。収
穫時期を予想した「収穫適期マップ」では、営農指導員だけではなく、生産
者もスマートフォン等で情報を確認して適期収穫に利用。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　「青天の霹靂」では、青森県津軽地域の13市町村で衛星情報を利用。広
域観測が可能な衛星の利点を生かし、「青天の霹靂」が栽培されている
1,900ha、約8,000枚の水田すべてを撮影対象としてカバー。従来の方
法では不可能であった水田単位のきめ細やかな情報提供を実現し、産地
全体での品質のバラツキを最小化することで、ブランド価値を向上。農産
物の高品質化を目指した衛星利用が全国に拡大することで、国産農産物
の競争力向上も期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
「青天の霹靂」では、衛星情報を利用することで、収穫時期を水田一枚
ごとに推定し、きめ細やかな情報を津軽全域の生産者にWebアプリで提
供（誤差も従来法の1/2に低減）。また、玄米タンパク質含有率6.4％以
下、検査等級2等以上とする品質重視の出荷基準の達成を支援するため、
衛星情報を利用した指導も展開（達成率は2016年98.9％、2017年
98.4％（2018年１月末現在）と2年連続で極めて高い割合）。

４．技術への貢献
米の高品質化に向けて、衛星画像を用いて、稲の収穫時期を水田1枚

ごとに暦日（△月△日）で予測する手法「収穫適期マップ」を確立し、国
内で始めて実用化。また、衛星画像から玄米のタンパク質含有率を推定
する手法「タンパクマップ」の誤差要因を明らかにし、より安定した推定
を実現。
加えて、衛星情報を迅速かつ的確に伝達するためのWebアプリ等のシ

ステム開発等を推進。この結果、津軽地域13市町村において、営農指導
員や生産者が衛星情報を利用できる体制を2016年に整え、高品質米の
生産支援体制を構築。

５．普及啓発への貢献
2016年から、津軽地域13市町村において衛星技術の普及・啓発を推
進。また、衛星情報の効果的な活用のため、営農指導員を対象とした講習
会や生産者に対する衛星情報を利用した生産管理に関する啓蒙、マスコ
ミ取材を通じた広報を実施。
この結果、2017年には営農指導員による「収穫適期マップ」の利用割
合は100％に達し、生産者と合わせて合計500人以上が利用。

衛星情報を利用したブランド米の生産支援
地方独立行政法人　青森県産業技術センター　境谷栄二、 小野浩之　
青森県農林水産部　井上貴裕

地方独立行政法人　青森県産業技術センター　農林総合研究所
TEL： 0172-52-4391　http://www.aomori-itc.or.jp/nousouken

農林水産大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例の概要

　ブランド米「青天の霹靂」の品質管理のため衛星画像を
利用する方法を開拓し、実用化した点を評価。すでに1年の
利用実績があるなど、農作物の品質向上の成果を挙げて
いる点を評価。米以外や他地域への展開も期待。

選考委員会講評／受賞のポイント

Webアプリ（画面：収穫適期マップ  2017年）
用途：予想される収穫日を利用者に
分かりやすく、迅速に伝える
(1) 収穫適期マップ利用状況 
・ユーザー数　566名
・利用機器　スマートフォン 77％、タブレット 10％、PC 12％
（Webアプリへのアクセス状況から解析　2017.9.4～10.20）
(2) 営農指導員へのアンケート結果　
・指導に利用した指導員の割合　100％
・従来法よりも指導に説得力があると回答した割合　96％
(アンケート期間　2017.10.10～10.24,  回答数23名)

収穫適期マップ(2017年)
【衛星画像から収穫の最適日を予想し、水田ごとに色分けしたマップ】
用途：お米を適時に品質の良い状態で収穫するのに利用
実際の収穫適期との誤差(RMSE)   
収穫適期マップ  2.1日  従来法4.0日※ 
※出穂後積算気温による市町村ごとの予測

タンパクマップ(2015年)
【衛星画像から玄米のタンパク質含有率を
推定し、水田ごとに色分けしたマップ】
用途：食味の目安とされるタンパクに応じて、
肥料の使用量を最適化するのに利用

土壌の肥沃度マップ(2016年)
【衛星画像から土壌の肥沃度（腐植含量）を推定し、
水田ごとに色分けしたマップ】
用途：美味しいお米の生産に適した
水田を選定するのに利用

事例名

問い合せ先

受賞者
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事例名

受賞者

事例名

受賞者

問い合せ先 問い合せ先

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　小型衛星コンステレーションでビジネスを推進する日本初の事例。
2015年、ベンチャーキャピタル7社（JST含む）、民間企業3社から総計約
19億円の資金を調達（宇宙ベンチャーがベンチャーキャピタルから出資を
受ける日本初の事例）。
　AxelGlobe計画開始以前にも、株式会社ウェザーニューズ、東京大学
とそれぞれ専用衛星プロジェクトを実施。ミッション部の性能設計や衛星
画像データの取り扱いについて知見が深まることで、AxelGlobeの性能
においても最初から実用的な設計を実現。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　2022年までにAxelGlobeを完成し、当該年には画像販売・データ解
析サービス合計で100億円の売上が目標。2018年打上げに向け、衛星
画像販売に関して世界各国の販売代理店94社と交渉中で、8社よりLOI
を受領。外国政府からも注目を集めており、複数の国がデータ利用を検討
（特に、インドネシアとルワンダの2か国が明示的に関心あり）。
　現状、まだ市場規模が小さいデータ解析分野で顧客開拓を狙い13社と
衛星データ利用について協議し、うち7社とMOUを締結し実証実験を実
施。
　2013年に打ち上がったWNISAT-1は、世界で最初の民間商用超小型
衛星。2016年にはベンチャー企業で初めてJAXAからの受託により衛星
開発を担当。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　産業の高度化・効率化に貢献が可能と考えられる利用事例として、特定
のエンドユーザとMOUを締結し、例えば、台風による森林内の倒木被害
位置の特定、駐車場用地の抽出、人口分布の推定等において、既存衛星
の画像を利用しながら実験を推進。打上げ後、実利用に向けてアプリケー
ションを開発。

４．技術への貢献
　超小型衛星技術を実用レベルにまで引き上げ、すでに3機の専用衛星
を運用。
　衛星画像解析において、従来の解析手法に加え機械学習による自動解
析技術の開発に積極的に取り組み、産業総合研究所と共同研究を推進。
AxelGlobeは、完成すると毎年8ペタバイトものビッグデータを蓄積して
いく全球衛星画像情報プラットフォーム。衛星画像は、現実的な代替手段
がなく、ユニークなデータソースであるため、情報としての価値は非常に高
い。このため、各業界で低コスト衛星データに対する期待が高まっており、
利用事例は増えていくと予想。

５．普及啓発への貢献
　2017年は、年間38件のイベント等で、講演または展示を通して
AxelGlobeの紹介を行うとともに、約70件の大手新聞、テレビ、雑誌各
社で報道。

超小型衛星群による毎日全地球観測インフラ「AxelGlobe」の構築
株式会社アクセルスペース マゼランシステムズジャパン株式会社

株式会社アクセルスペース
TEL： 03-4405-5154　Mail： sannomiya@axelspace.com

経済産業大臣賞
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AxelGlobeを構成する衛星「GRUS」

多周波マルチGNSS受信機ボード
（評価ボード）

トラクターの自動操縦実験２
（時速３．６ｋｍ、５往復の測位プロット）

トラクターの自動操縦実験１（北大SIP実証）
(当社受信機を搭載したトラクターの無人走行)

リアルタイム高精度単独測位AxelGlobeコンセプト

　受賞者は、準天頂衛星のL6帯補正信号を利用した、リアルタイム高
精度単独測位（PPP）で実証評価可能な受信モジュールを世界で初め
て開発・販売した。IMU(慣性演算装置)との独自の高度カップリング
技術により、車体が大きく揺れる厳しい走行環境でも安定した高精度
測位を実現。農機、自動車、UAV、自動搬送車等の自動（無人）運転の
実証実験に採用されるなど、準天頂衛星を利用した自動運転技術の
研究・開発促進に貢献している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　従来、測量向けであった高精度RTK測位技術を、自動（無人）運転用途
に最適化した、市場初の高精度RTK測位受信機を2010年に開発。また、
この受信機に組み合わせるIMUを2014年に開発し、大手農機メーカーの
自動運転トラクターに採用。
　準天頂衛星のL6帯信号を利用したリアルタイムの高精度単独測位
（PPP測位）を実現し、世界で初めてPPP測位対応単一モジュールとして販
売を開始。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　高精度GNSS測位受信機は、乗用車及び商用車、農業機械、建設機械、
産業用ドローン・UAV、AGV(自動搬送車)など、精密な測位情報が必要
な自動・無人運転の分野で需要あり。安全運転支援システムの鍵となる
V2X（車車間・路車間通信）機能でも、高精度な測位機能が必要。また、日
本国内のみでなく、公共ネットワークが未整備な東南アジア・オセアニア地
域では、自動運転や測量の分野で、ネットワークRTKに代わる高精度単独
測位技術の需要大。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　高精度GNSS測位受信機とIMUを組み合わせたソリューションにより、
衛星測位を利用した自動運転技術の発展・普及を牽引。評価用モジュー
ル・小型化モジュールの提供により、自動運転技術の研究・開発促進に貢
献。農機、自動車、コミュニティバス、ドローンの自動運転に関する実証実験
において、受信機の採用事例あり。
　また、労働者不足や高齢化が課題である農業分野、建設分野及び輸送
分野では、車両の自動化や自動運転ドローンの利用促進による課題解決

に期待。加えて、V2X等の運転支援技術や運転自動化が普及することによ
り、人為的ミスによる事故防止や、高齢者・障碍者等の運転支援に貢献。

４．技術への貢献
　海外メーカーが高精度GNSS受信機のシェアを握る中、高精度RTK受
信機開発の実績を元に、日本企業として準天頂衛星を活用する高精度測
位技術を研究・開発。準天頂衛星のL6帯補正信号を利用したリアルタイム
の高精度単独搬送波位相測位（PPP測位）を実現
　また、PPP-AR（搬送波位相の整数バイアスを解く手法）に対応し、
3-4cmの精度を実現するとともに、PPP-RTKに対応し、測位精度と初期位
置算出時間（TTFF：Time To First Fix）において、従来のRTKと同等性
能を実現。RTK受信機同様、IMU機能との高度カップリング技術により、
荒地走行でも高精度の測位が可能。

５．普及啓発への貢献
　展示会出展や講演を積極的に行い、準天頂衛星を利用した測位技術の
普及に貢献。2017年は、報道事例18件（新聞・雑誌5件、テレビ2件、その
他Web等11件）、カンファレンス及び展示会への出展13件（うち海外3
件）、講演・製品プレゼンテーション8件。

みちびき対応多周波マルチGNSS高精度受信機及びIMUの開発

マゼランシステムズジャパン株式会社
TEL： 06-4950-5520　http://www.magellan.jp

国土交通大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

 　受賞者は、2022年の完成を目指し、新時代の地球観測インフラ
AxelGlobeの構築を推進。AxelGlobeでは、50機の超小型衛星を軌道
上に打ち上げ、世界中の陸地全てを毎日撮影する。高頻度な撮影により、
日々地上で起きる小さな変化を検出することが可能となり、農業、都市計
画、エネルギー、環境など多岐にわたる分野での衛星データアプリケーショ
ン利用を創出する。会社設立以来、3機の実用超小型衛星の開発実績を生
かし、構築・維持コストを競合比較で大幅に抑えるほか、機械学習を応用し
た画像からの情報抽出等で利用者が利用しやすい仕組みを整備すること
で、衛星画像利用に関するデファクト・プラットフォームを目指す。

 

事例の概要事例の概要

　産学連携、起業家育成、革新的技術開発、日本発グローバルチャレンジ
など、多くのキーワードが該当する、評価されるべき案件。まだ、衛星が上
がっていないものの、開発や市場開拓は進んでおり、日本のフラグシップ
企業として大きな期待を背負っている。

選考委員会講評／受賞のポイント 　基準点が不要のリアルタイム高精度測位を実現した功績を評価。準
天頂衛星を利用した測位サービスの機械自動化への貢献は非常に大
きい。様々な産業への貢献を期待。

選考委員会講評／受賞のポイント
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ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等 ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例名

受賞者

事例名

受賞者

問い合せ先 問い合せ先

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　小型衛星コンステレーションでビジネスを推進する日本初の事例。
2015年、ベンチャーキャピタル7社（JST含む）、民間企業3社から総計約
19億円の資金を調達（宇宙ベンチャーがベンチャーキャピタルから出資を
受ける日本初の事例）。
　AxelGlobe計画開始以前にも、株式会社ウェザーニューズ、東京大学
とそれぞれ専用衛星プロジェクトを実施。ミッション部の性能設計や衛星
画像データの取り扱いについて知見が深まることで、AxelGlobeの性能
においても最初から実用的な設計を実現。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　2022年までにAxelGlobeを完成し、当該年には画像販売・データ解
析サービス合計で100億円の売上が目標。2018年打上げに向け、衛星
画像販売に関して世界各国の販売代理店94社と交渉中で、8社よりLOI
を受領。外国政府からも注目を集めており、複数の国がデータ利用を検討
（特に、インドネシアとルワンダの2か国が明示的に関心あり）。
　現状、まだ市場規模が小さいデータ解析分野で顧客開拓を狙い13社と
衛星データ利用について協議し、うち7社とMOUを締結し実証実験を実
施。
　2013年に打ち上がったWNISAT-1は、世界で最初の民間商用超小型
衛星。2016年にはベンチャー企業で初めてJAXAからの受託により衛星
開発を担当。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　産業の高度化・効率化に貢献が可能と考えられる利用事例として、特定
のエンドユーザとMOUを締結し、例えば、台風による森林内の倒木被害
位置の特定、駐車場用地の抽出、人口分布の推定等において、既存衛星
の画像を利用しながら実験を推進。打上げ後、実利用に向けてアプリケー
ションを開発。

４．技術への貢献
　超小型衛星技術を実用レベルにまで引き上げ、すでに3機の専用衛星
を運用。
　衛星画像解析において、従来の解析手法に加え機械学習による自動解
析技術の開発に積極的に取り組み、産業総合研究所と共同研究を推進。
AxelGlobeは、完成すると毎年8ペタバイトものビッグデータを蓄積して
いく全球衛星画像情報プラットフォーム。衛星画像は、現実的な代替手段
がなく、ユニークなデータソースであるため、情報としての価値は非常に高
い。このため、各業界で低コスト衛星データに対する期待が高まっており、
利用事例は増えていくと予想。

５．普及啓発への貢献
　2017年は、年間38件のイベント等で、講演または展示を通して
AxelGlobeの紹介を行うとともに、約70件の大手新聞、テレビ、雑誌各
社で報道。

超小型衛星群による毎日全地球観測インフラ「AxelGlobe」の構築
株式会社アクセルスペース マゼランシステムズジャパン株式会社

株式会社アクセルスペース
TEL： 03-4405-5154　Mail： sannomiya@axelspace.com

経済産業大臣賞
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AxelGlobeを構成する衛星「GRUS」

多周波マルチGNSS受信機ボード
（評価ボード）

トラクターの自動操縦実験２
（時速３．６ｋｍ、５往復の測位プロット）

トラクターの自動操縦実験１（北大SIP実証）
(当社受信機を搭載したトラクターの無人走行)

リアルタイム高精度単独測位AxelGlobeコンセプト

　受賞者は、準天頂衛星のL6帯補正信号を利用した、リアルタイム高
精度単独測位（PPP）で実証評価可能な受信モジュールを世界で初め
て開発・販売した。IMU(慣性演算装置)との独自の高度カップリング
技術により、車体が大きく揺れる厳しい走行環境でも安定した高精度
測位を実現。農機、自動車、UAV、自動搬送車等の自動（無人）運転の
実証実験に採用されるなど、準天頂衛星を利用した自動運転技術の
研究・開発促進に貢献している。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
　従来、測量向けであった高精度RTK測位技術を、自動（無人）運転用途
に最適化した、市場初の高精度RTK測位受信機を2010年に開発。また、
この受信機に組み合わせるIMUを2014年に開発し、大手農機メーカーの
自動運転トラクターに採用。
　準天頂衛星のL6帯信号を利用したリアルタイムの高精度単独測位
（PPP測位）を実現し、世界で初めてPPP測位対応単一モジュールとして販
売を開始。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
　高精度GNSS測位受信機は、乗用車及び商用車、農業機械、建設機械、
産業用ドローン・UAV、AGV(自動搬送車)など、精密な測位情報が必要
な自動・無人運転の分野で需要あり。安全運転支援システムの鍵となる
V2X（車車間・路車間通信）機能でも、高精度な測位機能が必要。また、日
本国内のみでなく、公共ネットワークが未整備な東南アジア・オセアニア地
域では、自動運転や測量の分野で、ネットワークRTKに代わる高精度単独
測位技術の需要大。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
　高精度GNSS測位受信機とIMUを組み合わせたソリューションにより、
衛星測位を利用した自動運転技術の発展・普及を牽引。評価用モジュー
ル・小型化モジュールの提供により、自動運転技術の研究・開発促進に貢
献。農機、自動車、コミュニティバス、ドローンの自動運転に関する実証実験
において、受信機の採用事例あり。
　また、労働者不足や高齢化が課題である農業分野、建設分野及び輸送
分野では、車両の自動化や自動運転ドローンの利用促進による課題解決

に期待。加えて、V2X等の運転支援技術や運転自動化が普及することによ
り、人為的ミスによる事故防止や、高齢者・障碍者等の運転支援に貢献。

４．技術への貢献
　海外メーカーが高精度GNSS受信機のシェアを握る中、高精度RTK受
信機開発の実績を元に、日本企業として準天頂衛星を活用する高精度測
位技術を研究・開発。準天頂衛星のL6帯補正信号を利用したリアルタイム
の高精度単独搬送波位相測位（PPP測位）を実現
　また、PPP-AR（搬送波位相の整数バイアスを解く手法）に対応し、
3-4cmの精度を実現するとともに、PPP-RTKに対応し、測位精度と初期位
置算出時間（TTFF：Time To First Fix）において、従来のRTKと同等性
能を実現。RTK受信機同様、IMU機能との高度カップリング技術により、
荒地走行でも高精度の測位が可能。

５．普及啓発への貢献
　展示会出展や講演を積極的に行い、準天頂衛星を利用した測位技術の
普及に貢献。2017年は、報道事例18件（新聞・雑誌5件、テレビ2件、その
他Web等11件）、カンファレンス及び展示会への出展13件（うち海外3
件）、講演・製品プレゼンテーション8件。

みちびき対応多周波マルチGNSS高精度受信機及びIMUの開発

マゼランシステムズジャパン株式会社
TEL： 06-4950-5520　http://www.magellan.jp

国土交通大臣賞
第3回  宇宙開発利用大賞 

 　受賞者は、2022年の完成を目指し、新時代の地球観測インフラ
AxelGlobeの構築を推進。AxelGlobeでは、50機の超小型衛星を軌道
上に打ち上げ、世界中の陸地全てを毎日撮影する。高頻度な撮影により、
日々地上で起きる小さな変化を検出することが可能となり、農業、都市計
画、エネルギー、環境など多岐にわたる分野での衛星データアプリケーショ
ン利用を創出する。会社設立以来、3機の実用超小型衛星の開発実績を生
かし、構築・維持コストを競合比較で大幅に抑えるほか、機械学習を応用し
た画像からの情報抽出等で利用者が利用しやすい仕組みを整備すること
で、衛星画像利用に関するデファクト・プラットフォームを目指す。

 

事例の概要事例の概要

　産学連携、起業家育成、革新的技術開発、日本発グローバルチャレンジ
など、多くのキーワードが該当する、評価されるべき案件。まだ、衛星が上
がっていないものの、開発や市場開拓は進んでおり、日本のフラグシップ
企業として大きな期待を背負っている。

選考委員会講評／受賞のポイント 　基準点が不要のリアルタイム高精度測位を実現した功績を評価。準
天頂衛星を利用した測位サービスの機械自動化への貢献は非常に大
きい。様々な産業への貢献を期待。

選考委員会講評／受賞のポイント



ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等 ポイント・具体的成果等ポイント・具体的成果等

事例名

受賞者

事例名

受賞者

問い合せ先 問い合せ先

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
聞き取りや潜水士による目視観察等による藻場や干潟の分布面積の把
握は、面的な把握が困難、多大な労力が必要、客観性の確保等の観点か
ら課題があり、広域調査の事例は極めて少数。
そこで、人工衛星画像のアーカイブの増加やコストの低減などを背景

に、藻場や干潟の特性を考慮してリモートセンシング技術を改善。広域な
藻場・干潟の分布状況の網羅的かつ客観的、短期的かつ低コストな調査
を実現。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
藻場・干潟の広域かつ定期的な状況把握は、環境省の「豊かさを実感で

きる海の再生事業」や水産庁の「藻場・干潟ビジョン」などにおいて基礎的
な情報として位置づけ。加えて、衛星リモートセンシング技術は効率的な
手法として位置づけられており、一部の自治体では調査手法として採用さ
れ、今後も国、自治体、団体での採用増加が期待。
こうした定期的な沿岸生態系情報把握手法としてのニーズに加え、今
後は災害時の影響の把握手法等への活用も期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
これまで、環境保全や水産資源増殖に係る計画策定において、生態系
情報としての藻場・干潟分布は、ヒアリングを主体とした約30年前の全国
調査（自然環境保全基礎調査）から把握。環境・水産施策は広域的・定量
的な情報に基づく方向に変化している中、衛星リモートセンシング技術は
コスト面だけでなく、施策の効果・効率を高めることに貢献。また、環境ア
セスメントにおいてもその正当性や精度の向上が期待。

４．技術への貢献
従来の沿岸海域を対象とした衛星リモートセンシング技術では、水中で

の光の減衰の影響や海域ごとの水質の違いによりデータのばらつきが発
生。機械的な解析により藻場などの海底情報を抽出することが困難で
あったが、画像補正方法や教師データ取得方法、画像分類方法を新たに
考案し、解析技術を向上させることで、藻場情報をより正確かつ効率的に
抽出。分類精度はスケールや海域の状況に依存するが、一般的に約70%
以上の精度が得られ、空間分解能及び放射量分解能の高い衛星画像を
用いた場合には、90%以上の精度を実現。

５．普及啓発への貢献
　衛星リモートセンシング技術による藻場・干潟の分布把握手法を確立
し、その結果を公表することで普及に貢献。特に、リモートセンシング手法
のための効果的な現地調査手法や画像解析上の問題点、分析精度の向
上に向けて、学識経験者によるワーキング・グループによる討議を実施。
　また、珊瑚礁など藻場・干潟以外の沿岸域のモニタリングにも衛星リ
モートセンシング技術の適用が期待。

沿岸域生態系保全のための広域な藻場・干潟分布状況の把握
三洋テクノマリン株式会社　北野慎容
一般財団法人リモート・センシング技術センター　佐川龍之

株式会社 中島田鉄工所　
国立大学法人東北大学　桒原聡文

三洋テクノマリン株式会社
TEL： 03-3666-3417　http:www.stm.co.jp

一般財団法人リモート・センシング・技術センター
TEL： 03-6435-6700　http://www.restec.or.jp

環境大臣賞
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藻場・干潟の例

従来手法と本手法の違いの一例

平成27年度の調査対象エリア 平成27年度の調査対象エリアの衛星画像

藻場/干潟分布図の例

膜展開式軌道離脱装置（左：DOM1500 右：DOM2500　※数字は膜の１辺の長さ）

左：宇宙実証用人工衛星「FREEDOM」  右：薄膜展開時

宇宙空間での展開イメージ（ＣＧ）

受賞者は、近年、宇宙ゴミが問題視されてい
ることを受け、東北大学と共同で膜展開式軌
道離脱装置「DOM」を開発。
「DOM」は、膜を展開することで宇宙空間に
存在する僅かな大気抵抗を利用し衛星を減速
させ、周回軌道から離脱させる装置である。
また、本装置を搭載した宇宙実証用小型衛
星「FREEDOM」を開発。2017年1月に軌道投入され、20日程度で軌
道離脱に成功した。今後、超小型衛星の軌道離脱手段として標準利用
されることが期待される。

１．宇宙開発利用の新たな領域創造への貢献
近年、世界中で超小型人工衛星の開発が盛んに進められており、今後
地球周回軌道へ投入される超小型人工衛星は増加。運用を終了した人工
衛星がスペースデブリ化することが問題。
こうした背景を踏まえ、運用が終了した人工衛星を速やかに軌道から
除去する技術が求められている中、本装置の開発及び宇宙実証の結果
は、将来の宇宙資源の安全かつ有効な利用を保証するための手段・技
術に貢献。

２．宇宙開発利用市場の拡大への貢献
近年、超小型人工衛星の商用利用が増えており、今後、地球周回軌道

へ投入される超小型人工衛星は増加の見込み。
今後も積極的な軌道投入を推進するため、運用を終了した衛星の軌道
離脱手段の標準化は持続的な宇宙利用の促進に貢献。
また、すでに国内外の大学衛星にも搭載された実績があり、国際的な市
場での販売も期待。

３．産業、生活、行政の高度化及び効率化への貢献
現在、超小型人工衛星用の軌道離脱用コンポーネントは存在せず、各
人工衛星開発機関が主ミッション開発とは別に時間と費用をかけて軌道
離脱手段を開発、実装。
「DOM」を実証済の軌道離脱手段として搭載することで、確実な軌
道離脱が可能となるだけでなく、開発期間や費用も大幅に削減に。今
後、益々増えることが期待される超小型人工衛星の商用利用促進に大
きく貢献。

４．技術への貢献
低軌道を周回する超小型衛星については、軌道寿命を25年以内とする

ことが国際的な合意事項。DOM1500は、軌道高度約700kmを周回す
る50kg級衛星を25年以内に軌道離脱させることができる性能に相当。
FREEDOMによる宇宙実証では、DOM1500が宇宙環境下で展開
動作し、膜面積から予測される軌道離脱性能を発揮することを確認。こ
の結果、DOMは超小型衛星用軌道離脱装置として実利用可能な段階
に入った。
また、単に軌道離脱させるだけでなく、所定の軌道高度に速やかに降下
させる手段としても利用可能。少ない打ち上げ機会の中で、望みの軌道高
度でのミッションを実現させる方法としても応用が期待。

５．普及啓発への貢献
UNISEC GLOBAL MEETINGや宇宙科学技術連合講演会など各種
国際学会で報告（The 4th UNISEC-Global Meeting参加、The 
Deorbit Device Competitionファイナリスト）。
また、「宇宙ごみ問題」や、「きぼう日本実験棟の利用」などと題し、地元
の福岡県八女郡広川町の小中学校で講演を開催（小学校３校、中学校１
校。参加児童数約400人）。
さらに、福岡県青少年科学館（久留米市）にて、地元の子供を対象に当
プロジェクトの取組紹介や膜展開の実演会を開催（一般参加者約60名）。

膜展開式軌道離脱装置の開発および宇宙実証
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域を網羅的かつ定量的に調査する手法を考案した。本手法は、環境省の
瀬戸内海における調査業務に採用され、その後、一部の自治体でも採用
されている。今後も、本手法を用いた業務の増加が見込まれる。
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る地場企業が航空宇宙分野への参入を切り開いた有用な先進事例。中
小企業の航空宇宙分野への挑戦機運が高まることを強く期待。
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沿岸域生態系保全のための広域な藻場・干潟分布状況の把握
三洋テクノマリン株式会社　北野慎容
一般財団法人リモート・センシング技術センター　佐川龍之

株式会社 中島田鉄工所　
国立大学法人東北大学　桒原聡文

三洋テクノマリン株式会社
TEL： 03-3666-3417　http:www.stm.co.jp

一般財団法人リモート・センシング・技術センター
TEL： 03-6435-6700　http://www.restec.or.jp

環境大臣賞
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左：宇宙実証用人工衛星「FREEDOM」  右：薄膜展開時

宇宙空間での展開イメージ（ＣＧ）
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