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次は、宇宙だ。

宇宙滞在技術の高度化と社会実装の促進



理科大が得意とする要素技術群

スペース・コロニー研究拠点

ブランディングの
PDCA技術を束ねて

実用化する最適解

ゼネコン等の
本学の連携企業

我が国の極めて
小さい宇宙産業の

活性化

災害に強い住宅
による我が国の
国土強靭化

人類の共通課題
である

食糧問題の解決

要素技術群をサポート
宇宙で実装可能な技術の抽出と概念設計

①将来的には宇宙で利活用が
　可能で、地上でも有用な技術を
   高度化と社会実装
②宇宙開発に興味を持つ人材の育成
③産学連携の推進
④アントレプレナーシップの醸成

＜拠点の波及効果＞

教育との相乗効果

本物に学ぶ人材育成

宇宙理工学コース

宇宙教育プログラム

●本学の叡智を結集し、総合力で対応
●民間企業との連携も進行中

チーム3
創・蓄エネルギー技術

チーム4
水・空気再生技術

チーム1
スペースQOL・システムデザイン

チーム2
スペースアグリ技術

●生活に必要なエネルギーの供給
●水や空気の再利用
●自給自足に必要な食料の生産

現状の課題
人類のフロンティア拡大に不可欠な閉鎖環境に滞在するためには
解決すべき課題が多い

センター長挨拶

スペース・コロニー研究センターは、わが国の私学随一の理工系総合

大学であり、学部・学科を横断した異分野融合研究のノウハウを醸成

してきた東京理科大学が有する人工衛星の部品開発、機能性材料、創エネ

ルギー、建築、IoT・センサー等の各技術を結集し、人類のフロンティア

である宇宙等の開発に不可欠な極限的な閉鎖環境において人間が長期

間滞在するために必要な技術の研究開発拠点として設立されました。

本センターでの研究開発では地上においても有用な宇宙滞在技術の高度化を

実現し、これらを本学と連携する民間企業に速やかに技術移転することで、

技術の社会実装に加え、災害に強い住宅によるわが国の国土強靭化、食料問題

の解決、宇宙産業の活性化等に貢献することを目標としています。

研究開発は4つのチーム（①事業統括およびスペースQOL・システムデザイン、

②スペースアグリ技術、③創・蓄エネルギー技術、④水・空気再生技術）が相互に

連携しながら研究を進め、研究開発の過程で生み出された技術を束ねて、実用

化する力を持つ民間企業に速やかにこれらの技術を移転し、将来的には宇宙

で利活用が可能で、地上においても有用な技術の高度化の実現を目指します。

月面開拓医学とスペースQOL

向井 千秋
センター長・特任副学長



本チームは、水中プラズマ技術と光触媒技術を併用することによって、資源が欠乏する閉鎖空間でも

自給自足でき、かつ、衛生面に配慮したスペースアグリの要素技術の開発を行います。

本チームは、閉鎖空間内で利用される水や空気に含まれる人体や装置等から排出された物質を、光触媒

等の機能性材料を用いて分離・変換し再生利用することで、閉鎖空間内の環境維持を行うシステムの

開発を行います。

本チームは、放射線耐久性に優れた材料による高効率かつ高出力な太陽電池、夜間にも発電可能な室内

外温度差での熱電池発電システム及び太陽電池・熱電池に連携したフライホール型高エネルギー密度

蓄電システムの開発を行います。

創・蓄エネルギー技術チームスペースアグリ技術チーム 水・空気再生技術チーム

スペースQOL・システムデザインチーム

耐放射線特性を有する軽量・
高効率な宇宙用太陽電池の開発

イズール カトリ
研究推進機構 総合研究院 助教

構造・材料、エネルギー貯蔵システム、
炭素繊維強化プラスチック

小柳 潤
基礎工学部 材料工学科 准教授

未利用熱からの温度差発電による
エネルギー供給に関する研究

向後 保雄
基礎工学部 材料工学科 教授

未利用熱からの温度差発電による
エネルギー供給

飯田 努
基礎工学部 材料工学科 教授

耐放射線特性を有する軽量・高効率な
宇宙用太陽電池・半導体デバイスの開発

杉山 睦
理工学部 電気電子情報工学科 教授

袋培養技術を活用した病害虫フリーで緊急時
バックアップも可能な農場システムの研究

斉藤 俊夫
株式会社竹中工務店 
技術研究所 専門役

袋培養技術を活用した病害虫フリーで緊急時
バックアップも可能な農場システムの研究

水谷 敦司
株式会社竹中工務店 技術本部 技術プロデュース部 
技術開発推進グループ 副部長

高度な環境制御技術と園芸技術を基盤とした
食料の安定供給と農業の産業化に関する研究開発

後藤 英司
千葉大学大学院 園芸学研究科 教授

フラックス育成結晶による
浄水技術の開発

手嶋 勝弥
信州大学 先鋭材料研究所 所長・教授

防藻効果のある液肥合成、持続的
窒素循環に向けた水中プラズマ技術

寺島 千晶
研究推進機構 総合研究院 教授

液肥合成を見越した
簡易浄水システムの開発

鈴木 孝宗
研究推進機構 総合研究院 講師

研究成果の社会実装に向けた
産学連携の推進

石川 敦雄
株式会社竹中工務店 技術本部
技術戦略部 副部長

光触媒を用いた高性能
空気清浄フィルター材の開発

井上 友博
信越化学工業株式会社 
塩ビ・高分子材料研究所 研究員

研究成果の社会実装に向けた
産学連携の推進

宮崎 貴志
株式会社竹中工務店 
技術研究所 主席研究員

ダイヤモンド電極を利用した
宇宙空間における環境浄化

栄長 泰明
慶應義塾大学 理工学部化学科 教授

ナノスケールで形態制御された
光触媒を用いた環境浄化

酒井 秀樹
理工学部 先端化学科 教授

水・空気の浄化と
有用物質への変換

勝又 健一
研究推進機構 総合研究院 准教授

チームリーダー
チームリーダー チームリーダー

機能性材料を用いた環境維持、
資源利用に関する研究

中田 一弥
東京農工大学大学院・農学研究院 
生物システム科学部門 准教授

サブチームリーダー

サブチームリーダー サブチームリーダー

推進システムにおけるマルチフィジッ
クス現象の数値シミュレーション

山本 誠
工学部 機械工学科 教授

連続睡眠ステージ評価に基づく
作業効率推定に関する研究

半谷 精一郎
工学部 電気工学科 特任教授

本チームは、事業の統括を務めるとともに、微小重力や低圧等の特殊な環境条件下に晒される月面に人

間が長期間滞在する事を想定し、その滞在中の安全・安心や医療のセーフティネット等、快適に生活す

るために必要なシステムを設計するとともに、必要技術の抽出を行います。

スペースコロニーを実現するためには、閉鎖環境での環境維持など、広範で多様な技術が必要です。これ

らの要素技術を宇宙に特化して開発することは、効率が悪く現実的ではありません。一方、我々はこれま

で地上民生技術を搭載化することで、高機能な宇宙機器の開発を実現してきました。このような、民生技

術を宇宙環境で活用する技術を活用し、主に地上向けとして研究されている技術の宇宙化を図ることで、

スペースコロニー実現を目指します。
閉鎖環境内長期滞在者のストレス
蓄積モニタリング技術の研究

阪田 治
工学部 電気工学科 准教授

自然対流によって生じる
乱流火災の挙動の基礎的解明

後藤田 浩
工学部 機械工学科 准教授

宇宙放射線モニター用センサーの
開発とその放射線耐久性の評価

幸村 孝由
理工学部 物理学科 教授

ウェアラブルデバイスによる
健康管理に関する研究

四反田 功
理工学部 先端化学科 講師

宇宙施設における微小重力下での
避難行動に関する研究

水野 雅之
理工学研究科 国際火災科学専攻 准教授

進化計算を用いた厳しい制約を持つ
多目的設計最適化に関する研究

立川 智章
工学部 情報工学科 講師

宇宙居住に向けた閉鎖狭小空間の居住性能の
評価および室内空間の計画技術の開発

郷田 桃代
工学部 建築学科 教授

宇宙環境を利用した
界面熱流体力学

上野 一郎
理工学部 機械工学科 教授

宇宙にインターネットをつなげる

長谷川 幹雄
工学部 電気工学科 教授

健康状況を把握するための画像
センシングに関する研究

浜本 隆之
工学部 電気工学科 教授

希薄気体内での移動手段に
関する研究

藤井 孝藏
工学部 情報工学科 教授

顔情報と筆記情報を用いた精神状態の推定に関する研究、
閉鎖空間で孤独感を解消するための飽きないコンテンツ開発

赤倉 貴子
工学部 情報工学科 教授

抗酸化物質

湯浅 真
理工学部 先端化学科 教授

スペースコロニーのシステム検討と
関連技術の搭載化に関する研究

木村 真一
理工学部 電気電子情報工学科 教授

チームリーダー

サブチームリーダー サブチームリーダー

副センター長

副センター長

水・空気再生技術チームと兼任
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	jpn_03-04

