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お得！office アップグレード 

メーカー主催：「次期 Office」無償アップグ

レードキャンペーン(アップグレード版購入

のラストチャンス) 

「Office アップグレード版」が次期Officeからなくな

り、最後のチャンスとの事なので、現在入っている

Office Personal 2010 をアンインストールし、Office 

Personal 2007 をインストールし、Personal 2010 アッ

プグレード優待版を入れ直しました。 

何故この様な面倒な事をするかと言えば、

Office2013にアップグレードするのには、 

① Microsoft Office Professional 2013 アップグレー

ド優待パッケージ [プロダクトキーのみ](発売記

念:数量限定) 34,160円 

②Microsoft Office Personal 2013 [プロダクトキーの

み] 28,227円   

のどちらかを購入する方法しか有りません。 

安く 2013 に、アップグレードするには、「次期

Office」無償アップグレードキャンペーンを利用する

のが一番です。 

私が選んだのは、使っているソフトだけが集まって

いる Personal 2010 アップグレード優待版[ダウンロー

ド] (次期 Office への無償アップグレード対象)13,335

円を選ぶ事でした。（収納ソフトWord,Excel,Outlook） 

労力？は少しかかりますが、金額的にはお得で

す。 

 

① アマゾンで Microsoft Office Personal 2010 アッ

プグレード優待 [ダウンロード] (次期 Officeへの

無償アップグレード対象:2013 年 2 月 6 日まで)

を、13,335円で購入。 

 

② ライセンス認証を済ませる。 

③ 次期 Office への無償アップグレード手続きを、イ

ンターネットから済ませる。 

 

④ これで、２月６日以後に、「次期 Officeダウンロー

ド開始ご案内」メールよりダウンロードサイトへアク

セスしダウンロードをしたら完了になります。 

※詳細については、マイクロソフトホームページ 

http://www.office.com/offerにてご確認ください。 

 

キャンペーン期間：下記の期間中にライセンス認証を

行ってください 

2012年 10月 19日(金)～2013年 2月 6日(木) 

プロダクトキーの入手締切：2013年 5月 31日(金) 

※ (2013年 1月 15日更新)2012年 10月 19日現在

では次期 Office 無償アップグレードの終了日は未定

となっていましたが、2013 年 1 月 15 日に日本マイク

ロソフト社より公式発表があり 2013年 2月 6日をキャ

ンペーン終了日として更新致しました。 

 

お申し込みの流れ 

・対象製品を購入し、期間中にライセンス認証を行う 

 ※2012年 10月 19日(金)～2013年 2月 6日(木)ま

でに行ってください。 

・インターネットから申し込む 

1.http://www.office.com/offerへアクセスします 

2.住所、居住国名、E-mailアドレスを入力します。 

3.お申込み完了のWebページが表示されます。 
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・次期 Office発売日以降、無償でダウンロードを行う 

1.「次期 Office ダウンロード開始ご案内」メールよりダ

ウンロードサイトへアクセス 

2.Office 2010 のプロダクトキー、Microsoft アカウント

(旧Windows Live ID)を入力します。 

3.サイトの内容に従って、2013 年 5 月 31 日(金)まで

に、次期 Officeのプロダクトキーを入手します。 

 

年賀はがき、当せん番号決まる 

平成 25 年用お年玉付き年賀はがきおよび年賀切手

の当せん番号抽選が1月20日、逓信総合博物館（て

いぱーく）で行われ、結果を発表した。 

 
▽１等（選べる海外旅行・国内旅行、ノートパソコンと

デジタルカメラとインクジェットプリンターのセット、４０

Ｖ型相当液晶テレビ、快適家電セット、デジタル一眼

カメラ） 〈以上５点の中から１点〉 

▽２等（加湿空気清浄機、デジタルカメラとデジタル

フォトフレーム、高級食材、折りたたみ自転車、日帰り

お食事旅行）〈以上５点の中から１点〉 

▽３等（選べる地域の特産品・有名店食品・生活品） 

▽４等（お年玉切手シート） 

（Ａ、Ｂ組共通。賞品引き換え期間は１月２１日～７月

２２日） 

 

お手軽人工衛星」の大きな可能性 

需要膨らむ「早い、うまい、安い」の三拍

子！？ 

 2008 年 8 月に設立されたベンチャー企業、アクセ

ルスペース。同社の事業内容は、宇宙利用に関する

コンサルティング、そして、超小型人工衛星のトータ

ルサービスである。超小型人工衛星の設計、製造か

ら、打ち上げ、運用までを一手に引き受ける。  

 超小型人工衛星の利点は、超低価格、超短期間で

製造できることだ。同社では、超小型人工衛星を提

供することで、「宇宙を利用してビジネスを展開したい」

という企業を後押ししていきたいと考えている。  

   「超小型人工衛星はインターネットに次ぐインフラ

として、イノベーションを起こす可能性を秘めている。

我々はその先駆者として、世界中の人々に新たな価

値観を提供したい」  

 こう語るのは、アクセルスペースの代表取締役、中

村友哉氏だ。  

 アクセルスペースは、宇宙工学者で東京大学大学

院教授の中須賀真一氏と、東京工業大学大学院教

授の松永三郎教授の研究室の卒業生が集まり、2008

年 8 月に設立したベンチャー企業だ。現在、スタッフ

は総勢 8 人で、そのうち中村氏を含め 6 人が技術者

だ。  

 同社の事業内容は、宇宙利用に関するコンサルテ

ィング、そして、超小型人工衛星のトータルサービス

である。超小型人工衛星の設計、製造から、打ち上

げ、運用までを一手に引き受ける。  

ヘリコプターを購入するよりも安価 

 現在、地球の周りを回っている人工衛星の大きさは

様々で、大型、中型、小型に分けられる。大型人工

衛星の場合、大きさは一辺数メートルで、重量は数ト

ンにも及ぶ。それに対し、アクセルスペースが手掛け

る超小型人工衛星は、小型人工衛星よりもさらに小さ

く、一辺が約 30 センチメートル程度の大きさで、重量

も 10～50キログラムしかない。  

 そのため、例えば、大型人工衛星を製造するには、

数百人の技術者、約 10年の歳月、そして、数百億円

の製造費を要するのに対し、アクセルスペースの場

合、1機当たり、製造期間は約2年、製造費は大型人

工衛星よりも 2ケタ、小型人工衛星よりも 1ケタも少な

い 1 億～2 億円で済む。短期間で製造できるため、

最新の技術を搭載できるという強みもある。製造にあ

たる技術者もほんの数人だ。実際、アクセルスペース

では、現在、たった6人で、同時に2機の超小型人工

衛星を製造中とのことである。  

 「ここまで聞いて、『宇宙利用なんて、自分には全く

関係ない話だ』と思われている方も多いことだろう。し

かし、ヘリコプターを購入よりも安価で人工衛星が製

造できるとなれば、自社専用の人工衛星を使ったビ

ジネスというのも十分検討の余地がある話ではないだ

ろうか」。中村氏はこう語る。  

 これまで宇宙と言うと、NASA（米国航空宇宙局）や

JAXA（宇宙航空研究開発機構）など国家機関が中

心で、非常に閉じられた世界だった。民間企業にとっ

ては、「宇宙利用」、「宇宙ビジネス」といった発想すら

なかったに違いない。しかし、中村氏らは、超小型人

工衛星という安価で身近な“ツール”を提供すること

で、「宇宙を利用してビジネスを展開したい」という企

業を後押ししていきたいと考えているのだ。  

北極海周辺のモニタリングに 
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 中村氏はこう説明する。「そもそも大型、中型、小型

人工衛星と超小型人工衛星とでは、その歴史が全く

異なる。前者は、国家が中心となりトップダウン的に

発展してきた分野で、一方、後者は、大学からボトム

アップ的に発展してきた分野だ。特に、日本は、世界

で初めて大学発超小型人工衛星の打ち上げ、運用

に成功した国であり、現在でも、超小型人工衛星の

パイオニアとして、世界的に高い評価を受けている」  

 そのパイオニアが、取りも直さず、アクセルスペース

のメンバーというわけである。  

 そんな中村氏らが、超小型人工衛星をビジネスにし

ようと考えたきっかけは、大学院生時代にさかのぼる。

民間企業としては、世界最大規模を誇る日本の気象

情報会社であるウェザーニューズが、中村氏らが開

発していた超小型人工衛星を使って、北極海周辺の

モニタリングができないかと相談してきたのが始まり

だ。  

北極海では、現在、地球温暖化に伴い、海氷が減

少の一途をたどっている。それに伴い、北極海航路

を利用できる期間が拡大している。北極海航路を利

用すれば、例えば、欧州―アジア間の船舶輸送の場

合、航海距離は、スエズ運河経由の3分の2、喜望峰

経由の 2分の 1で済む。それにより、燃料費を年間数

十億円も削減できる上、環境負荷も低減できる。その

ため、北極海航路を使った船舶輸送が、年々増えて

きているのだ。  

商用として大きな可能性があると感じた 

 しかしながら、北極海に浮かぶ海氷の動きは速く、1

日に数十キロメートルも移動する。船舶が、北極海航

路を安全に航海するためには、北極海に浮かぶ海氷

の動きの把握が欠かせない。とはいえ、厳しい環境

下にある広大な北極海の状況を、沿岸からの観測の

みで把握するのは困難だ。そのため、広範囲にわた

る北極海の海氷のモニタリングは、既存の地球観測

衛星に頼らざるを得ない。しかし、地球観測衛星は常

に北極海の上を飛んでいるわけではない。それゆえ、

数日に 1 回の頻度でしか情報を得られないなど、必

要な時に必要な情報を得られるとは限らないという課

題を抱えているのだ。  

そこで、ウェザーニューズが目をつけたのが、中村氏

らが製造していた超小型人工衛星だった。  

 現在、ウェザーニューズは、何千隻という船舶に対

して、気象情報を提供している。そこで、今後、大きな

需要が見込まれる北極海周辺の気象観測に特化し

た人工衛星を自社で持つことができれば、北極海航

路を利用する船舶に対して、24 時間 365 日、北極海

周辺のリアルタイムの情報を提供することができる。

製造費と運用費を合算しても数億円程度で済む超小

型人工衛星であれば、十分ペイできると踏んだのだ。  

 「ウェザーニューズから北極海航路の話を聞いたと

き、超小型人工衛星には、商用として大きな可能性

があると感じた。これが、起業の直接的な契機となっ

た」。中村氏はこう振り返る。  

 そして、2012 年 9 月、アクセルスペース設立後、第

1 弾となる超小型人工衛星「WNISAT-1」が、ロシアの

ヤースヌイ宇宙基地より打ち上げられる。これは、民

間企業による世界初の商用超小型人工衛星でもあ

る。  

WNISAT-1は、大きさが一辺 27センチメートル、質量

10 キログラムで、可視光カメラと近赤外光カメラの 2

種類のカメラを搭載している。人工衛星から北極海を

観測する際、雲があると、可視光カメラだけでは海氷

と雲の区別がつかない。そこで、光の反射率の違い

によって、海氷と雲を区別することができる近赤外光

カメラを搭載した。  

 また、撮影画像の分解能は 1ピクセル当たり 500平

方メートルもあり、あまり細かいとは言えない。ただし、

画像 1枚で撮影できる領域は 500平方キロメートルと

広範囲にわたる。  

 中村氏はこう説明する。「通常、大型の地球観測衛

星の場合、WNISAT-1 のような低い分解能では使い

物にならないだろう。しかし、船舶に北極海航路を安

全に航海してもらうという目的に対しては十分な分解

能であり、最適な仕様になっている」  

顧客の要望にきめ細かく対応し最適価格に 

 地球観測衛星のような高い分解能を実現するため

には、巨大なレンズを搭載する必要がある。そうなる

と、人工衛星そのものも大きくする必要があり、製造

費もかさむ。しかしながら、ここで求められているのは、

北極海周辺の海氷の動きを広範囲にわたって把握

するということであって、それほど高い分解能は必要

ない。既存の地球観測衛星は、逆にオーバースペッ

クというわけだ。  

 このように、顧客の要望にきめ細かく対応し、目的

に応じた超小型人工衛星を設計、製造し、最適な価

格で提供できるというのが、アクセルスペースの大き

な強みなのだ。  

もちろん運用もしっかり行っていく。アクセルスペース

では、WNISAT-1 の寿命を 1～3 年と想定しており、

費用は人工衛星本体の製造費と運用費を合わせ、5

億円以下とのことである。今後、ウェザーニューズは、

運用期間中、アクセルスペースから、「1 時間半おき

に、北極海周辺の画像情報を受け取る」という形で、

サービスを受けることとなる。  

 一方、アクセルスペースでは、ロケット関連企業との

連携も進めている。現在のところ、日本では、国の所

管である H-IIA ロケットを使って、商用目的の人工衛

星を打ち上げることはできない。アクセルスペースが

WNISAT-1 をわざわざロシアのヤースヌイ宇宙基地

で打ち上げるのは、そのためだ。そこで、日本のロケ
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ット関連企業と共同で、超小型人工衛星専用ロケット

を用意しようというのである。  

日本人の気質に合っている 

 さて、WNISAT-1 に次ぎ、現在、アクセルスペース

が手掛けているのが、2012 年度打ち上げ予定の「ほ

どよし1号」だ。これは、内閣府が主導する「最先端研

究開発支援プログラム」の 1つで、中須賀教授がプロ

ジェクトリーダーを務める「日本発『ほどよし信頼性工

学』を導入した超小型衛星による宇宙開発・利用パラ

ダイムの構築」の一環である。  

 同プロジェクトでは、日本が牽引する超小型人工衛

星の技術力をさらに強化し、オールジャパンの研究

開発・利用体制を構築することで、日本が超小型人

工衛星における世界一の地位を確立することを目指

している。現在、10 以上の日本の大学、企業、NPO

法人などによるコンソーシアムも設立されている。  

 ちなみに、ほどよし信頼性工学とは、衛星の設計信

頼度を少し低く、「ほどよし」とすることで、開発費や開

発過程でのミスを大幅に減らそうというものだ。  

 

 人工衛星は宇宙で自律して動くため、修理や整備

が難しい。それゆえ、これまで人工衛星は故障が起こ

らないよう、高い信頼性が求められてきた。しかし、高

い信頼性を確保するには、精度の高い部品の使用

や、熟練技術者による徹底した高精度の調整が不可

欠だ。これも、製造費を押し上げ、製造期間を長期化

させてきた要因の 1つとなっている。  

 

 しかしながら、「はやぶさ」が大気圏に突入する際、

摩擦によって一筋の光と化し、夜空に消え去ったが

ごとく、いくら高額な人工衛星であっても、使い捨て

同然の運用が避けられない。この課題を解決しようと

いうのが、ほどよし信頼性工学である。アクセルスペ

ースの超小型人工衛星はまさに、こういった中須賀

教授の思想を引き継いでいるのである。  

 また、中村氏は、「超小型人工衛星の製造は、日本

人の気質に非常に合っている」とも語る。  

通常、人工衛星を製造する場合、すべて標準化して

マニュアル化し、大量の仕様書を揃えた上で、プロジ

ェクトを推進する。これは、プロジェクトが大規模で、

大人数で推進する場合には、有効な方法であり、欧

米人が得意とするところだ。  

 しかしながら、超小型人工衛星の場合、顧客との頻

繁な打ち合わせや、現場や実態に合わせた細かい

調整が不可欠である。それによって初めて、顧客の

目的にピッタリ合致した人工衛星が実現可能となる。

これは、従来の日本のものづくりの世界で脈々と引き

継がれてきた方法であり、日本人が得意とするところ

というわけだ。  

インターネットに次ぐ新たなインフラに 

 とはいえ、超小型人工衛星は、既存の人工衛星に

取って代わるものではない。中村氏らは、超小型人

工衛星を、既存の人工衛星を補完する存在ととらえ

ている。  

 中村氏はこう語る。「WNISAT-1 のように、超小型人

工衛星にしかできないことは数多くあるはずだ。まず

はそれを掘り起こしていきたい。しかしながら、我々だ

けではどのような活用例があるか分からない部分も多

い。企業の方々からのご相談やご提案を歓迎する」  

 現在、中村氏らが、超小型人工衛星の活躍の場と

して想定しているのは、地球観測、通信、エンターテ

インメントなどだ。  

 超小型人工衛星であれば、特定の地域のみを、高

い頻度で観測するといったことが容易になる。そのた

め、例えば、作物の育成状況の把握や不法投棄の

監視、交通渋滞のモニタリング、新店舗出店のため

の土地のリサーチなどへの利用が考えられるとのこと

である。  

 また、超小型人工衛星であれば、飛行機よりもずっ

と広範囲にわたり、地域情報をとらえることができる。

そのため、中村氏らは、今後、国土開発が進むアフリ

カや東南アジア、南米などに潜在ニーズがあるので

はないかとも考えている。  

 「世界中には、いまだに自国の国土の全様を知らな

い国が数多く存在する。そういった国々に、より安価

で地域情報を提供できれば、国土開発の指針作りに

貢献できるのはないか」と中村氏は語る。  

 しかし、中村氏らの最大の目標は、インターネットに

次ぐ新たなインフラを超小型人工衛星を使って構築

することだ。  

 超小型人工衛星であれば、同じ製造費で、大型人

工衛星の 100 倍の人工衛星を打ち上げることができ

る。そこで、複数の超小型人工衛星を使って、全世

界の地域情報などをほぼリアルタイムに把握できるシ

ステムを構築しようというのだ。そしてそのためには、

世界に先んじて、プロジェクトを進める必要があるとし

ている。  

 もしそれが実現すれば、手元のスマートフォンやタ

ブレット端末を使って、地球上のあらゆる場所を、見

たい時に、いつでも自由に見ることができるようになる

かも知れない。  

 中村氏はこう語る。「まさにこれこそが、超小型人工

衛星にしか実現できないことだと考えている。現在の

地球の様子を、誰もがリアルタイムに知ることができる

ようになれば、人の価値観は大きく変わるはずだ」  

 

 2020年の完成を目指している。 

 

 


