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講演者略歴

 1979年、大阪府堺市生まれ（三重県伊勢市育ち）

 1998年、県立伊勢高校卒業、東京大学入学（理科
 一類）

 2000年、工学部航空宇宙工学科に進学

 2002年、大学院修士課程に進学

 2004年、大学院博士課程に進学

 2007年、博士（工学）、東京大学特任研究員

 2008年、株式会社アクセルスペース設立



講演者略歴

CanSat, CubeSat, S-310, PRISMなど超小型衛星
 プロジェクトに参画

UNISECでは、2年間にわたり学生理事を務め、
 UNISON設立に携わった

UNISONプロジェクトを開始、CanSatキット化プロジェクト、
 母校訪問プロジェクト、GSNプロジェクトなどに自ら関わっ

 てきた

卒業生組織UNISASにも参加

みなさんも卒業したら参加しましょう！



宇宙との出会い (1)

小学生時代、天体望遠鏡を買ってもらい、月
 や土星、星雲などを眺める日々。

しかし、興味が続かず…

高校時代は化学が好きで、化学科に進学す
 るつもりだった。東大入学時は教養学部所属
 で科類選択制なので、理科一類を選択。

このときは、宇宙の「う」の字も頭になし。



宇宙との出会い (2)

駒場の2年間をなんとなく過ごしてしまう

ほとんどサークル活動に時間を費やす

学科選択時に焦る

高校時代に好きだった化学はシュレディンガー方
 程式が出てきたあたりで「何かが違う」と気づく。

学科のガイダンスの内容を見て決めることを決意。



宇宙との出会い (3)

航空宇宙工学科を選択
中須賀真一先生の研究紹介に

びっくりする

そのまま中須賀研究室に配属

その後、超小型衛星プロジェクトに参加
宇宙で動くモノを作る大変さと同時に、自分の手

 で作ったモノが宇宙で動いたときの感動に魅せら
 れる

「やらされている」だけでは身につかない



CanSat（ARLISS）

2002年初参加（OpenClass）
カムバックコンペ：フライバックで45mの記録を出し、

 優勝（当時としてはなかなかの好記録）

Target



CubeSat

左：東京大学
 

XI-IV（サイ・フォー）

右：東京工業大学
 

CUTE-I（キュート・ワン）



CubeSat

CubeSatの成功は社会に大きなインパクトを
 与えた（今ほど当たり前ではなかった）

製作者の我々に自信を与えたし、「これで何か役
 立つことがないか」を考え始めるきっかけとなった

これまでになかったモノ（＝価値）を創り出すこと
 の重要性を認識

CubeSatの成功は小さな一歩であっても、それが
 なければアクセルスペースはなかった



超小型衛星の普及

ARLISSがそうだったように、CubeSatおよび
 超小型衛星も多くの大学で開発が進む

東大、東工大、道工大、日大がすでに打ち上げを
 経験。香川大、都立産業高専、九工大、鹿児島

 大、創価大などが近々打ち上げを計画

JAXAが相乗りスロットを提供するまでになった
 （2003年当時にはとても考えられないこと）



UNISECの意義

UNISECによって、日本全国の宇宙工学を専
 攻する研究室が有機的に結びつけられた

情報を交換し、互いに刺激し合い、時には協
 力し、時には競争する関係ができた

ライバル・目標の存在はプロジェクトの大きな
 原動力。自分の研究室内で閉じるのではなく、

 横のつながりを大切にしよう！

卒業したら終わりはもったいない！



超小型衛星の位置づけ

UNISEC卒業生のうち、宇宙業界の就職先と
 してはJAXAあるいは三菱電機、NEC等の

 メーカーが多い
その一方で、自動車メーカーや金融、コンサル業

 界などへの頭脳流出も著しいことにも留意

つまり、超小型衛星は大型衛星開発へのス
 テップアップという位置づけなのか？

超小型衛星そのものに価値を見いだすことはで
 きないのか？



世界の超小型衛星の動向

アメリカ
ORS (Operationally Responsive Space) のか

 け声の下、膨大な予算が小型衛星開発につぎ込
 まれている：主に軍からの要請

打ち上げ要求が発生してから1週間以内に製造
 を終わらせ、運用を開始する

そのため、各サブシステムをモジュラー化し、I/F 
を標準化する動きが活発



世界の超小型衛星の動向

アメリカ（続き）
大学のみならず、NASA自身がCubeSatを開発

 （GeneSat, PharmaSatなど）

NSF（National Science Foundation）が
 CubeSatを用いて科学ミッションを行うと決定、

 ミッションを公募

軍関係以外でも、国レベルで

活発な活動

GeneSat-1



世界の超小型衛星の動向

アメリカ（続き）

超小型衛星プロジェクトを行う大学が爆発的に増
 加。それに伴い、教育・開発支援サービスを行う

 会社も登場

CubeSat Kit Classroom Satellite “EyasSat”



世界の超小型衛星の動向

アメリカ（続き）

打ち上げ機会についても、政府・軍が積極的に提
 供するようになってきた

潤沢な予算と実証機会の増大により、技術の進
 歩するスピードは他国と比較して桁違い

ただしすべて官需であり、技術の新規性（特に
 ORSへの適用性）が主に評価される

アメリカの特殊状況を反映



世界の超小型衛星の動向

ヨーロッパ
ESAが教育衛星プロジェクト

 SSETIを立ち上げ、学生に小
 型衛星開発の機会を提供。

初号機SSETI Expressは
 2005年打ち上げ（XI-Vが同

 乗）：右写真参照

月周回衛星SSETI ESMOを
 2010-2012年に打ち上げ予定



世界の超小型衛星の動向

ヨーロッパ（続き）
CubeSatを含む超小型衛星に関しては、各大学が個別プ

 ロジェクトとして推進。ドイツ・オランダの大学が中心。
 Wurezburg, Aachen, Delftなど

Delft工科大発ベンチャーが設立。コンポーネント販売、打
 ち上げアレンジサービスなど、開発者支援をビジネスター
 ゲットとしている

概して教育的な側面が強い。しかしESAの資金・制度・人
 的支援体制は充実している

「総予算の1%を教育に」



日本における超小型衛星

2003年、東大・東工大がCubeSatを世界で
 初めて成功させた

つまり、当時日本は超小型衛星の分野で世界の
 先端を走っていた

しかし、現在では個々の技術的にはアメリカ
 に完全に後れをとっている状態

超小型衛星に携わる我々のアピール不足（ある
 いは下手）



超小型衛星のデメリット

デメリット

大型のミッション機器を搭載できない

地上分解能の高い画像を容易に取得できない

打ち上げに制約が多い（ピギーバック）

使用可能な電力・スペースの制約

・・・



超小型衛星のメリット？

「安い、早い」

誰もが真っ先に指摘するポイント

しかし、「安い」「早い」は衛星を打ち上げたい人
 にとって主目的ではない

必要のないものは、たとえ0円であってもやはり
 必要ない

なぜ顧客は衛星を作りたいと思うのか？

少なくとも、「安いから」ではない



シーズとニーズ

市場ニーズに基づかないビジネスは、官需で
 ない限り成り立たない

シーズベース発想からの脱却

「超小型衛星があるよ、安いよ」ではダメ

では、超小型衛星にニーズはあるのか？

今のところ、官需としては存在しない

民需に頼る必要
 

→大変ではあるが、健全なこと



超小型衛星のニーズ？

普通、ニーズは「存在する」もの
仮に顕在化していなくても、見つければよい

超小型衛星の「マーケット」はあるのか？
超小型衛星の純粋なユーザがいない。デベロッ

 パーのみがいる不思議な世界（強いて言えば、
 デベロッパー自体がユーザ）

しかし、それは「今存在しない」だけ

ニーズ（ユーザ）を「創り出す」必要



ニーズを創り出すには

まず、超小型衛星を知ってもらう
何ができるのか

どういうメリットをもたらしうるか

ユーザについて知る
ユーザとはそもそも誰か？

その人は何をしたいのか？（何をしたそうか？）

それをするためにどれだけお金を払う用意がある
 のか？

結局、超小型衛星は解になるのか？



なぜ民間ニーズが少ない？

ハイコスト

ハイリスク

そのリスクに見合うメリット？

時間にルーズ

「宇宙だから、遅れて当たり前」と思っていないか

「宇宙は国がやるもの」という固定観念

「夢」であって身近ではない



処方箋はあるか？

Fixed Price, Fixed Schedule
値段が決まらないのが当たり前なのは宇宙くらい

「その問題、宇宙が解決します」

宇宙を「自分たちが使う」という発想がまだ民間に
 ない

→今そうでないなら、そのように自分たちがす
 ればよい。これは「弱点」ではなく「チャンス」



超小型衛星が解になるには

これまでの宇宙開発の延長では、難しい

つまり、超小型衛星は「大型衛星の超小型化」と
 いう位置づけではない（少なくともここ数年では）

ユーザのニーズに対して、今、超小型衛星という
 解が存在するならば、それは既存の大型衛星と
 は相容れない次元にあるはず



超小型衛星が解になるには

宇宙でしかできないことを
構想して打ち上げまでに時間がかかる → 運用

 開始時点でニーズはまだあるのか。地上技術で
 代替できる状況になっていないか

同じことが地上と宇宙のいずれでも実現できるの
 ならば、宇宙に勝ち目はない

新しい利用方法の確立
コンステレーション（例：空間分解能より時間分解

 能が必要なミッション）



WNI衛星プロジェクト始動

世界初！サポーターとともに
実現する衛星

超小型感測衛星「WNI衛星」打ち上

げに向けて本格的始動

株式会社ウェザーニューズは、気候
変動や地球温暖化に対する取り組み
のひとつとして、超小型感測衛星
「WNI衛星」を2010年に打ち上げ、・・・

2008年7月3日
 

株式会社ウェザーニューズ

 
プレスリリースより抜粋



WNI衛星プロジェクト

ミッション

レーザによって温暖化ガスの濃度を局地的に計
 測（サポーター参加型、宇宙利用の普及）

カメラによって海氷を撮影（北極海航路開通に向
 けた近い将来のビジネス展開）

現在、BBM開発フェーズ

2010年末～2011年頭に打ち上げを計画中



アクセルスペースの決意

正しいと思ったことを進めてきたら、どんなに困難で
 も道は常に開けてきました。自分たちの思いに正直
 に、あるべき未来を考え、提案します。

CanSatもCubeSatも、UNISECの活動を通して普
 通になりました。次はUNISEC発のアクセルスペー
 スが宇宙を「普通の産業」にします。

超小型衛星は、多くの可能性を秘めています。アク
 セルスペースが、超小型衛星で世界をリードします。



アクセルスペースの今後



Let’s make it happen!

http://www.axelspace.com
info@axelspace.com


	UNISEC発ベンチャー�「アクセルスペース」の現状と�将来展望
	アクセルスペースについて
	講演者略歴
	講演者略歴
	宇宙との出会い (1)
	宇宙との出会い (2)
	宇宙との出会い (3)
	CanSat（ARLISS）
	CubeSat
	CubeSat
	超小型衛星の普及
	UNISECの意義
	超小型衛星の位置づけ
	世界の超小型衛星の動向
	世界の超小型衛星の動向
	世界の超小型衛星の動向
	世界の超小型衛星の動向
	世界の超小型衛星の動向
	世界の超小型衛星の動向
	日本における超小型衛星
	超小型衛星のデメリット
	超小型衛星のメリット？
	シーズとニーズ
	超小型衛星のニーズ？
	ニーズを創り出すには
	なぜ民間ニーズが少ない？
	処方箋はあるか？
	超小型衛星が解になるには
	超小型衛星が解になるには
	WNI衛星プロジェクト始動
	WNI衛星プロジェクト
	アクセルスペースの決意
	アクセルスペースの今後
	Let’s make it happen!

