宇宙産業オンライン・シンポジウム
産業展望に関する討論会及び製品展示によるB2Bマッチング
日本のロケット・衛星・宇宙利用における代表企業の昨今の宇宙市場
での取り組みや、各事業に関する動向についてセミナーを行います。
また、各社のオンライン展示会による製品紹介も併せて行います。
日本の宇宙産業の今を知りたい、新たなビジネスの可能性に触れてみ
たい方のご参加をお待ちしております。
開催要項
主催 ： ニュースペース国際戦略研究所（NGSL）
日時 ： 2021年12月22日（水） ９:00～17:00 （申し込み期限：12月20日（月））
ツール： Zoom
費用 ： 無料
登録 ： 聴講希望は事務局の（一社）日本航空宇宙工業会（SJAC）の下記担当まで、
氏名、所属、職位、TEL、メールアドレスをメールでお申し込み下さい。
お問い合わせ・申し込み先： SJAC 技術部 宇治 勝

uji@sjac.or.jp (TEL:03-3585-1481)

来賓挨拶 自由民主党衆議院議員 宇宙総合戦略委員長 寺田 稔 様
基調講演
9:10 ～ 9:40

討論会
9:50 ～ 10:50

東京大学

中須賀 真一 教授

「宇宙開発利用の新潮流と産業化に向けた戦略」
当日はチャットにて質問も随時受付ております。

１．小型衛星ビジネスで世界へ！

アクセルスペース、シンスペクティブ、アークエッジ・スペース、ALE
司会：東京大学 中須賀真一 教授

11:00 ～ 12:30

２．輸送系＋スペースポートが目指す未来世界

13:30 ～ 14:30

３．月・惑星、深宇宙探査～日本のお家芸

宇宙旅客輸送推進協議会、minsora、スペースコタン、スペースウォーカー、
インタステラテクノロジーズ、ＰＤエアロスペース 司会：宇宙飛行士 山崎直子氏

三菱総合研究所、ispace、横河電機、千代田化工建設
司会：ムーンビレッジ勉強会 稲谷芳文 教授

14:40 ～ 15:40

４．宇宙のSDGsと法制度

15:50 ～ 16:50

５．AM（3Dプリンタ）技術の宇宙利用

展示会

IHIエアロスペース、ALE、ウミトロン、スペースシフト
司会：学習院大学 小塚荘一郎 教授
NTTデータ ザムテクノロジーズ、ヘガネス・ジャパン 、Sintavia(代理店
司会：EOS Electro Optical Systems Japan 橋爪康晃 氏

住友商事)

登壇各社の製品を一望できます、ぜひご覧ください。
詳細は次ページ。B2B申し込みは、各社のURLから。
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登壇者の所属組織紹介
区分

組織・会社名

会社リンク・製品紹介・B2B申し込み

1． 小型衛星
ビジネス

東京大学 中須賀・船瀬研究室
中須賀 真一 教授

https://www.space.t.utokyo.ac.jp/nlab/about.html

株式会社 アクセルスペース
中村 友哉様

https://www.axelspace.com/?lang=j
a

株式会社 シンスペクティブ
小畑 俊裕様

https://synspective.com/jp/

株式会社 アークエッジ・スペース
福代 孝良様

https://arkedgespace.com/

株式会社 ALE
蔵本 順様

https://star-ale.com/

2. 輸送系＋ス
ペースポート

討論会

宇宙飛行士
山崎直子氏（司会）
一般社団法人宇宙旅客輸送推進協
議会
稲谷 芳文様

https://spaceliner.jp/

当日はチャットにて質問も随時受付ております。

インターステラテクノロジーズ
株式会社
稲川 貴大様

http://www.istellartech.com/

株式会社 スペースウォーカー
眞鍋 顕秀様

https://www.space-walker.co.jp/

スペースコタン 株式会社
大出 大輔様

https://hokkaidospaceport.com/don
ate/

株式会社 minsora
高山 久信様
ＰＤエアロスペース 株式会社
緒川 修治様

https://minsora.jp/

https://pdas.co.jp/
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登壇者の所属組織紹介
区分

組織・会社名

3. 月・惑星探
査

ムーンビレッジ勉強会
稲谷芳文 教授

4. 宇宙のSDGs
と法制度

討論会

会社リンク・製品紹介・B2B申し込み
代表

http://www.jasma.info/moonvillagest
udy/

株式会社 三菱総合研究所
内田 敦様

https://www.mri.co.jp/

株式会社 ispace
中村 貴裕様

https://ispace-inc.com/jpn/

横河電機 株式会社
黒須 聡様

https://www.yokogawa.co.jp/

千代田化工建設 株式会社
永瀬 睦様

https://www.chiyodacorp.com/jp/

学習院大学 小塚研究室
小塚荘一郎 教授

https://www.gakushuin.ac.jp/univ/la
w/professor/kozuka.html

株式会社 IHIエアロスペース
会社URL
南 慶輔様
https://www.ihi.co.jp/ia/index.html
当日はチャットにて質問も随時受付ております。
IHIエアロスペースは、衛星および
ロケット用の１液式推進システム、
コールドガス、２液式推進システム、
および電気推進システムを提供して
います。今回、小型衛星向け衝突回
避装置（Pinot-G）について
ご紹介させていただきます。

衛星推進系
https://www.ihi.co.jp/ia/products/space/s
atprop/index.html

イプシロンロケット
https://www.ihi.co.jp/ia/products/space/e
psilon/index.html

株式会社 ALE
蔵本 順様

https://star-ale.com/

ウミトロン 株式会社
藤原 謙様

https://umitron.com/ja/index.html

株式会社 スペースシフト
金本 成生様

http://www.spcsft.com
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登壇者の所属組織紹介
区分
5.

AM技術

組織・会社名

会社リンク・製品紹介・B2B申し込み

EOS Electro Optical Systems
Japan 株式会社
橋爪 康晃様

https://eos-japan.info/

株式会社 NTTデータ
ロジーズ
樋口 官男様

https://www.nttdata-xam.com/

ザムテクノ

ヘガネスジャパン 株式会社
宮本 政博様

https://www.hoganas.com/ja/
https://digitalmetal.tech/
紹介のYoutube動画です⇒

Sintavia社 日本代理店
住友商事株式会社
竹山 恭平様

https://sintavia.com/
https://www.sumitomocorp.com

（1月座長挨拶資料）

NGSL 宇宙産業シンポジウム 開催結果報告
（開催日： 2021年12月22日）

令和４年

１ 月 ２７ 日

（一社）ニュースペース国際戦略研究所
ニュースペース研究会
座長・宇宙アナリスト

坂本

規博
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１． 概要（１）： 開催の趣旨・来賓・基調講演
■趣 旨
★宇宙産業界を取り巻く環境が、世界的に２０～３０
年に１度のドラスチックな宇宙ビジネスの変革期を
迎えて「小型衛星ビジネス」、「宇宙輸送＋ス
ペースポート」、「月・惑星・深宇宙探査」、「宇宙の
SDGS」、「３Dプリンタ」を取り上げ、我が国の宇宙
産業の目指すべき方向性について議論する。
■参
★
★
★

加人員
配信会場： クロスニホンバシ７F
講師・登壇者： ２６名
オンライン（ZOOM）視聴者： １１０～１５０名

寺田稔衆議院議員（来賓挨拶）

■来 賓 挨 拶
★内閣総理大臣補佐官（国家安全保障、核軍縮
担当） 自由民主党衆議院議員 宇宙総合戦略
委員長 寺田 稔 様
■基 調 講 演
「宇宙開発利用の新潮流と産業化に向けた戦略」
★東京大学 大学院工業系研究科 航空宇宙工学
専攻 教授 中須賀 真一 様

中須賀真一教授（基調講演）
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２． 概要（２）： プログラム
宇宙産業オンライン・シンポジウム
産業展望に関する討論会及び製品展示によるB2Bマッチング
日本のロケット・衛星・宇宙利用における代表企業の昨今の宇宙市場での取り組みや、
各事業に関する動向についてセミナーを行います。また、各社のオンライン展示会によ
る製品紹介も併せて行います。
日本の宇宙産業の今を知りたい、新たなビジネスの可能性に触れてみたい方のご参加を
お待ちしております。
基調講演
9:10 ～ 9:40

東京大学 中須賀 真一教授

討論会
9:50 ～ 10:50

１．小型衛星ビジネスで世界へ！

11:00 ～ 12:00

２．輸送系が目指す未来世界

13:00 ～ 14:00

３．月・惑星、深宇宙探査～日本のお家芸

14:10 ～ 15:10

４．宇宙のSDGsと法制度

15:20 ～ 15:50

５．AM（3Dプリンタ）技術の宇宙利用

展示会

登壇各社の製品を一望できます、ぜひご覧ください。
詳細はこちら 〇〇(リンク) B2Bを歓迎します。

お問い合わせ・申し込み先： SJAC 技術部 宇治 勝

uji@sjac.or.jp (TEL:03-3585-1481)

３． セッション（１）： 小型衛星ビジネスで世界へ
【討論会】
（１）小型衛星ビジネスで世界へ
（９：５０～１０：５０）
★司会 ：東京大学 中須賀 真一 様
★登壇者 ：アクセルスペース 中村様
：シンスペクティブ 小畑様
：アークエッジ・スペース 福代様
：ALE 蔵本様
【会場の風景】

第1セッション（小型衛星）

【主な論点（キーワード）】
★人材
・人材パートナーシップの仕組みの構築
（国内外）
・宇宙産業育成には人材がキー
・ベンチャーは待てない／即戦力が欲しい
・既存の大企業（オールドスペース）
との融合が実用
・即戦力＋育成の両面の推進が必要
★衛星間ネットワークの各社連携の必要性
★オンボードコンピュータ（OBC)の共通化
・実績を積むことで枯れたOBCが利用
★推進体制
・民主導のコンソーシアム化
・海外との国際協力の仕組みづくり
★政府の支援
・開発スピードを速めたいので支援が必要
・出口の支援が必要
・アンカーテナンシー
・政府の一括買い上げ希望
（各省バラバラ購入より）
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４． セッション（２）： 宇宙輸送＋スペースポートが目指す
未来世界
【討論会】
（２）輸送系＋スペースポートが目指す未来世界
（１１：００～１２：３０）
★司会
：宇宙飛行士 山崎 直子 様
★登壇者 ：宇宙旅客輸送推進協議会 稲谷様
：minsora 高山様
：スペースコタン 大出様
：スペース ウォーカー 真鍋様
：IST 稲川様
：PD エアロスペース 緒川様
【会場の風景】

【主な論点（キーワード）】
★人材、環境
・環境整備（法律＋試験環境）は順調
・人材の登用が遅れている
・他企業からの「出向制度」が有効
★課題
・地域コミュニティの構築の推進
・大きなビジョン作り、大切なものは「人」
・研究開発のスキームをいかに作るか
★政府の支援
・英国宇宙庁は２０億円の初期投資
（ローンチUK)
・先端技術面での国の支援
（有人輸送機＝１０００～２０００億円規模）
・日本版COTS制度の構築（米国COTS＋
SBIRの融合)
★官民連携
・アンカーテナンシーが重要
・日本がアジアのHUBになるための衛星
＋輸送系をセットにした戦略が必要
第2セッション（宇宙輸送・スペースポート）
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５． セッション（３）：月・惑星・深宇宙探査～日本のお家芸
【討論会】
（３）月・惑星、深宇宙探査～日本のお家芸
（１３：３０～１４：３０）
★司会 ：ムーンビレッジ勉強会 稲谷芳文様
★登壇者 ：三菱総合研究所 内田様
：ispace 中村様
：横河電機 黒須様
：千代田化工建設 長瀬様
【会場の風景】

第3セッション
（月・惑星・深宇宙探査）

【主な論点（キーワード）】
★必要な３要素
・政産官学のベクトル合わせ（海外含む）
・輸送手段の確保
・月に水資源が十分にあるか
→マーケットが拡大する
★どうやって活動を推進していくか
・「将来を作ることが大事」
・上司の説得、社内の仲間づくり
★国が支援する仕組みづくり
・官民の役割分担の明確化
（民）事業リスクをとる／事業を継続
（官）開発リスクをとる
・日本版CLIPSの仕組みの構築が必要
：３０００億円を１２社に配分
→小分けにするより大きな仕事ができる
もう少し大きな投資が必要
★海外との比較
・日本＝産業界が集まっていることが優位
・海外企業＝政府を待っている
・継続が重要
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６． セッション（４）： 宇宙のＳＤＧＳ と法制度
【主な論点（キーワード）】
【討論会】
★衛星のデブリ化防止装置
（４）宇宙のSDGs と法制度
・PMD、EDT
（１４：４０～１５：４０）
★司会 ：学習院大学 教授 小塚 荘一郎 様 ・ADR(Active Debris Remobal)
★SDGs＝地球上の社会の在り方を政策目的
★登壇者： IHI エアロスペース 南様
・宇宙技術は、 SDGsに大いに貢献することは
：ALE 蔵本様
わかっている
：ウミトロン 藤原様
★衛星、ドローンコスト比較
：スペースシフト 金本様
・繰り返し使うことで衛星の優位性がでる
・ドローンでは過去の同一地点での検証が
【会場の風景】
できない（衛星は安定的、継続的に利用可）
★課題
・PMD、ADRを使うと追加コストとなる
・衛星はスラスターを持っているので、スラスタ
のバックアップの位置づけ
★方策例
・SSRのグリーン対策の仕組みを活用
→保険が安くなる等の金銭面のメリット
・国際的に同時に対策すべき
・水産分野では、FAO（水産養殖ガイドライン）
があるが、課題は誰がその金を払うかである
第4セッション（宇宙のSDGｓ）
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７． セッション（５）： AM（３Dプリンタ）技術の宇宙利用
【討論会】
（５）AM（３D プリンタ）技術の宇宙利用
（１５：５０～１６：５０）
★司会： EOS Japan 株式会社 橋爪 康晃 様
★登壇者 ：NTTデータ ザムテクノロジーズ
樋口様
：ヘガネス・ジャパン 宮本様
：Sintavia（代理店 住友商事）
竹山様
【会場の風景】

第5セッション
（AM：3Dプリンタ技術）

【主な論点（キーワード）】
★宇宙産業でAMの利用例
・エンジン開発（MHI・IA等）→ロケット／推
進系、燃料噴射系（耐熱）
・難溶接材（今後開発していく）
★AM技術を使うメリット？
・コスト低減／開発期間の短縮／金型不要
・大量の部品（例：２００個）が１つにできる
・切削しづらい、溶接しづらい材料
・気温の変化が少ない
・小さいものをたくさん作るとき
（例）５０ミリ＋１０００個＝バインダージェット
★課題
・品質保証の標準的な基準がない
→各社マチマチ
・表面粗度が荒くなるディメリットの克服
→後加工が必要（ガタガタ感）
・AMでできること、できないことを明確に！
★何から始めるか？
・適用対象の明確化
・製造現場を見ると世界が変わる！
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